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　３月１１日の未曽有の大災害、東日本大震災では、実に多くの方々がお亡くなりになられ、又被災されまし
た。亡くなられた皆様に衷心より哀悼の意をそして被災された皆様にはお見舞い申し上げます。
　さて、３月１４日同窓会が立ち上げた「東日本大震災支援プロジェクト」に多くの卒業生が幾多の困難の中
で自主的に参画してくれました。多分、私の知る限りにおいて同窓会としてこのようにまとまって行動した組
織は他にないと思います。会長として心より会員の皆様の志に感謝申し上げると同時に、自治医科大学同窓会
の団結力の強さに誇りを覚えます。この支援には被災地よりたくさんの称賛の声と感謝の言葉が上がってお
り、このことは被災地であるわが故郷、宮城で私自身被災者の一人として実感しております。この場をお借り
して感謝申し上げます。ありがとうございました。
　宮城県気仙沼市の中学生が卒業式の答辞で「学校を挙げて防災教育に努め、防災に力を入れてきました。し
かしそれ以上に自然の力は大きく、災害の前に私たちは無力でした。大切なものが容赦なく奪われて行きまし
た。悔しくて、辛くてたまりません。それでも私たちは天を恨まず、助け合って生きていこうと思います。そ
れが私たちの使命だからです」とすばらしい感動的な言葉を発しておりました。私たちはこの心構えを学ばな
ければならないと思います。多くのところでまだ復旧の目途さえ立たない中、みんなで力をあわせて被災され
た方々の復旧、復興を継続して支援していかなければならないと思います。
　ところで、「今年の一文字」に「絆」が選ばれたそうですが、今回の震災ほど人の絆、つまり人と人のつなが
りの大事さを改めて知らされた災害はないのではないかと思います。それは被害があまりに広域、甚大かつ複
合的で長期に渡る可能性が高いため、物の支援だけでは片付かない多くの事象が複雑に絡み合っているからで
す。そのような事態を知ってかどうか、実に大勢の人々が全国からボランティアとしてかけつけ、助けてくれ
ました。そして、今も支援してくれています。被災した多くの東北人はそういったたくさんの人々の心あふれ
る暖かな支援に感謝し、決して忘れることはないでしょう。
　とりわけこの度の震災は、かつて経験した事のない規模の津波による特殊な災害でした。阪神淡路大震災と
は異なり怪我をした方が非常に少なく、津波によって生死が瞬間的に分かれ、どちらかというとそのあと命を
長らえた方々をどう支援していくかということが問われました。阪神淡路の経験から創設された多数のＤＭＡ
Ｔが被災地に入ってきてその役割を果たしていただきましたが、残念ながら手持ちぶさたであったという話を
聞きました。むしろ大事だったのは避難した後の避難所で多くの疾病を抱える高齢者への医療、介護、看護な
ど慢性期の患者さんにどのように対応するかという新しい災害の形態のなかで、医療に加え看護・介護が連携
して提供されることが、いかに大事かということを痛切に感じさせられた災害ではなかったかと思います。高
齢者や社会的に弱い立場の人たちにどのように対応していくかということが極端に現れた災害だったと思いま
す。
　今これだけ医療が進みますと「救命」すなわち命を救うということをかなりの高い確率でできるようになり
ました。しかし一方で「救命」した人たちを今後どのように私達が支えていくかが重要な問題となってきまし
た。あえて申し上げますが、これまで医療行為を中心に提供してきた人たちは命を救う技術はすばらしいもの
をもっておりますが、救命された方のその後の問題への対応は必ずしも充分ではありませんでした。障害を持
ち、なんらかの形の援助が必要になった方々にきちんとした満足した人生を送っていただくには、どのように
すればよいか、これは先進的な国、いわゆる高齢化社会になっている国にとっては、とても大事なことです。
そういう意味で「Cure　キュアー」すなわち治療するということに加えて「Care　ケア」すなわち看護・介護
の充実がどの国にも求められています。
　日本は急速な少子高齢化と今回の東日本大震災で極端な形でこの問題が私たちの前に突きつけられました。

自治医科大学医学部同窓会会長
宮城県　第１期　青　沼　孝　徳

あいさつ
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私たち日本人はこういう状況にどう対応するのか、世界中の人々にとっては大きな関心事でありましょうし、
また我々日本人の力量が問われる所だと思います。
　これからの医療においては必ずや、どう人間は健康を保つかそして病気になったときどう治療するか。又、
病気の方々がすべてすっかり完治され、元通りの生活を送れるわけではありませんから、ある程度障害をもっ
た状態でどのように人生をおくるか、保健と医療と福祉・介護といったものをトータルに提供することが大事
になってきます。いわゆる、総合医が必要になってくるのです。国も総合医を養成する方向に舵を切らざるを
得ない時期に来ていると思います。自治医科大学卒業生には引き続き是非ともこういった領域でリーダーシッ
プを発揮していただきたいと思います。
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　３月11日（金曜日）発生した未曾有の東日本大震
災による被災者への支援活動にあたり、震災直後か
ら尾身茂卒後指導部長（東京１期）が中心となって
自治医科大学同窓会東日本大震災対策本部・支援プ
ロジェクトとして支援準備が開始されました。当初
は同窓会独自での活動ではなく自治医科大学とも歩
調を合わせて支援活動を行う方向で学内にて検討さ
れていましたが、3月16日（水曜日）に本学の内規
など制度上の問題や地元に戻っている卒業生と本学
教職員の身分の違いなどから合同での活動には制限
があるとの判断などから、同窓会としてまず活動を
開始することにいたしました。青沼孝徳同窓会長は
ご尊父様が犠牲になったにもかかわらず、震災直後
から涌谷町町民医療福祉センターで被災者医療など
の陣頭指揮を執っておられ，現地を離れられない状
況でした。このため翌3月17日に本学において急遽
同窓会幹事会を招集しました。遠方の幹事には委任
状を戴き、自治医科大学に在籍する同窓会幹事のひ
とりである私が会長代行として臨時幹事会議長を務
め、全会一致で今回の支援活動については同窓会と
して尾身茂卒後指導部長を本部長とする東日本大震
災支援プロジェクト一任することにいたしました。
　活動の事務的拠点については大学の御高配によ
り、卒後指導部長室の隣室会議室を使用することが
認められ、さらに大学事務部から篠原修治氏の御協
力も得られるなど本学側のバックアップが当初から
あったためその後の活動が順調に進みました。
　同窓会会長代行としての当初の活動は、月曜日以
外に開催されるミーティングで現地からの情報共有
や支援要員の把握、支援方法についてなどでした
が、第一陣の派遣前夜（3月19日、土曜日）に緊張
感を漂わせた逞しい同窓生の姿を見て大変感動致し
ました。翌20日に東京へリポートから被災地に向か
う同窓生を見送る際には、今後期待される彼らの活
躍に私自身も誇らしさえ覚えました。ヘリコプター
は地域医療振興協会がチャーターし、本プロジェク
トでは無償で利用させていただきました。
　第二陣の出発と第一陣の出迎えは本学のグラウン

ドにヘリコプターに離発着していただき、クラブ活
動中の在学生の目にも卒業生の活動が印象に残った
と確信しています。第一陣にも第二陣にも学生時代
の臨床実習で私の記憶に深く残っている卒業生が参
画していたため、なおさら懐かしくまた大変頼もし
く感じられました。
　ボランティアとしての支援ですので、本プロジェ
クトにはより多くの方々から物心両面の援助も承り
ました。日産プリンス栃木からは福祉車両を含めて
６台の車の無償提供を受けるにあたり、私を含めて
家族３人と大学書房関係者とで販売店まで車を受け
取りに行きました。そこでは、私どもが恐縮する
程に会社の方々が敬意を表してくださいました。

“我々にはこの位しか協力できませんが、皆さん方
がなさろうとしている事は本当にすばらしい！”
と。こちらが赤面しそうになるような褒め言葉をい
ただきました。
　学内には今回の震災に大変関心のある方が多く、
様々な職種の方々から今回の支援状況の説明を求め
られますが、その１例を紹介します。臨床教室フロ
アの大学院研究科の掲示板には写真に示すメッセー
ジが震災直後から乗せられています。

自治医科大学医学部同窓会会長代行
長野県　第１期　三　澤　吉　雄

東日本大震災支援開始にあたり 
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【支援プロジェクト立ち上げ】
　東日本大震災発生直後から「被災地を支援しよう」との声が全国卒業生の間からわき上がり、その熱意に押
され、自治医科大学同窓会対策本部・支援プロジェクトが立ち上がった。
　3月15日には2人の先発隊が現地入りし、その情報を基に、3月20日には第1陣6人が、卒業生の勤務する岩手
県釜石地区と宮城県南三陸町・登米地区に出発した。その後9月30日までの6ヶ月間に28陣、総勢117人の卒業
生がボランティアとして被災地支援に参加した。
　筆者は、本プロジェクト対策本部長として、被災地の卒業生及び支援に参加してくれた全国の卒業生とこの
困難な時期を共に過ごす機会を得た。
　この経験を通し、今回の震災は我々に何を語り、我々はこの震災から何を学んだか？開学40周年を迎える
今、その答えを探してみたい。
【若手から還暦過ぎまでの卒業生が参加】
　多くの医科大学は診療科毎の支援を行った。筆者の知る限り1大学の卒業生が、診療科と無関係に組織立って
支援したのは本学のみであった。
　震災翌日には、全国卒業生の支援に対する“熱い思い”と様々な情報が大学に届き、大学内・対策本部の一
室は“戦場”と化した。本プロジェクトに参加した卒業生は、臨床研修終了直後の若手から還暦を過ぎたベテ
ランにまで及んだが、これら卒業生間では個人的面識がない場合も多かった。
　被災地卒業生は、地域及び医療の崩壊という極めて困難な状況の中、文字通り“己を忘れ”地域住民のため
の献身を続けた。数々の忘れ難いエピソードが現地から報告されたが、その一つを紹介しよう。
　3月20日、第１陣を乗せたヘリコプターの被災地への着陸は、非常時のため、現場の卒業生医師により誘導
された。その卒業生の顔には、極寒にもかかわらず汗が光っているように見えた。しかしその汗は、3月11日
以来、“夜に日を継いで”の緊張が続く中、「ついに仲間が来てくれた」“感激の涙”であったとのこと。こうし
た卒業生間の“連帯”、被災地住民に対する“挺身”は、本学建学の精神が今も生き続けている証である。
【相手のニーズを尊重する本学卒業生】
　阪神・淡路大震災などの経験を振り返れば、被災地に対しては中長期に渡る支援が求められるが、殆どの支
援が急性期短期支援に限定される傾向があった。従って、本プロジェクトでは、当初より、半年にわたる切れ
目のない長期支援を計画した。
　被災地のニーズを充分把握せず行う支援は、いわば“招かれざる客”となり、被災地に不要な負担を強いる
ことが指摘されていた。このため、本プロジェクトの参加者は、被災地のニーズ把握のために多くの時間とエ
ネルギーを割き、ニーズの変化があれば、それに伴い支援のあり方も修正した。例えば、公衆衛生的なニーズ
が高まれば、卒業生医師は“臨床医としての仕事”に固執せず、被災地住民の健康診断から、時には避難所の
ごみ処理まで行った。また、メンタルヘルスのニーズに応えるため、臨床心理士グループとの連携も行った。
　相手の立場で物事を考え、地域・住民のニーズに応えるべく普段から苦心している卒業生の姿勢が、その背
景にあったと思われる。
【総合力のある医師が地域に必要】
　深刻な医師不足に直面している地域を今回の震災が直撃した。例えば卒業生が勤務している岩手県某公立病
院では、10年前には18人いた医師が、震災直前には5人に減っていた。臓器別専門医は病院を去り、都市部あ
るいは開業へ移行した。その後、地域医療を辛くも支えたのは、幅広い診療能力を持つ5人の医師で、内4人は

自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト対策本部長
自治医科大学卒後指導部長
東京都　第１期　尾　身　　　茂

大震災と忘己利他の心
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本学卒業生であった。
　支援卒業生の殆どは総合医か、専門性を持ちながら、総合的診療能力をも有する医師で、被災地医師の診療
を代替することが可能であった。このため、被災地の卒業生は支援活動の連携を含め、地域医療再生に集中で
き、地域のリーダー的役割を果たした。
　今回の震災では、総合力を持つ医師の重要性が広く認識された。地域医療のメッカである本学には、幅広い
視野を持つ臨床医・総合医の普及に向け、今まで以上に積極的な発言が求められよう。
【本学の持つネットワークは圧巻】
　筆者が宮城県を訪れた際、支援対象となった地域中核病院長が ｢自治医科大学の持つ全国ネットワークは圧
巻ですね｣ と語った。
　被災地卒業生と地方自治体関係者間の信頼関係が普段から築かれていたため、大学内・対策本部は、いなが
らにして、被災地域のニーズを知ることができ、系統的支援が可能になった。
　支援に参加した卒業生が勤務する多くの地域でも医師不足に直面しているため、卒業生が職場を離れることは
容易ではなかった。しかし、対策本部・事務局と全国卒業生の連携により、6カ月に及ぶ切れ目のない支援が可能
になった。卒業生を送り出してくれた自治体や病院関係者も、我々と同じ思いを共有していることが示された。
　開学以来40年の間に築かれた各地方自治体等との信頼関係は、本学の誇るべき成果の一つである。この信頼
関係は、本学の将来を考える上でも極めて重要になろう。
【本学のこれまでの実績が今後の復興に必要】
　震災後数カ月の時点で、被災地卒業生は、通常の保険診療に戻す時期につき難しい判断を求められた。被災
地住民の多くは“震災時医療”の継続を希望したが、住民の健康を守る責任者としては、地域の自立に向け“通
常医療”へ転換する必要があった。
　本プロジェクトが終了した9月末時点では、関係者の努力により、保険診療は既に軌道に乗っている。
　しかし、仮設住宅における環境整備、高齢者の介護、被災者のメンタルヘルス、被災者健診、感染症モニ
ターなど様々な課題が未だ残されている。被災地における新たな医療のあり方、地域の再生に関する本格的議
論もこれからである。被災地の復興には数年以上かかると言われている。本学には、40年にわたる地域医療の
実績があり、さらに今回の震災で多くを学んだ。被災地の地域・医療再生に向け更なる貢献が本学には求めら
れている。
【“忘己利他”の心】
　被災地の卒業生医師は、極限の状況下で“忘己利他”の精神を発揮した。
　一方、被災地支援に参加した117人の卒業生の間で、「支援に行って来た」と発言する人は皆無であった。宇
都宮で毎週開催された報告会では、「一週間に多くの事を感じ、学んだ。貴重な経験であった。」と異口同音に
語った。
　“医療の谷間に灯をともす”本学伝統の精神が、開学以来40年経った今も、全国卒業生の心の中に脈々と生
き続けている。
　本学の一員であることの有難さを感じている。
【最後に】
　我々は、今回の震災を通し、奇しくも本学の使命・存在理由を再確認することができた。本学は、開学以来
40年の間に、地域医療はもとより、教育、研究、診療の各分野において確固たる実績を挙げてきた。
　しかし、“地域枠の全国化”に象徴される如く、本学を取り巻く環境も大きく変化しており、我々は新たな課
題に直面している。40周年を迎える今こそ、こうした課題を乗り越え、新たな40年の“礎”を築くことが求め
られている。
　今回の支援プロジェクトの遂行は、自治体及び大学関係者、全国の卒業生、対策本部事務局のメンバーな
ど、多くの方々の献身・支援なしには不可能であった。また、本プロジェクトに対し、各方面から資金面等で
多大な支援をいただいた（参照P220）この場を借りて関係者の方々に対し心より御礼を申し上げ本稿を終わら
せていただく。
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第０陣（先遣隊）の白石吉彦（徳島15期）、古屋　
聡（山梨10期）、当初現地拠点とした藤沢町民病院
にて

佐々木直英（宮城17期）と先遣隊が持ち込んだプ
リウス（結城市の吉岡夫妻のご厚意により３月15
日から４月30日までお借りしていました）

自立した支援のために１週間分の食料、水などを持
参して来た第１陣の牧　信行（千葉21期）

３月20日第１陣の出陣を前に、新木場ヘリポート
にて

ヘリコプターで被災地に向けていざ出発（第１陣）

３月20日藤沢町民病院にて。左から第0.5陣の森田
英幹（香川20期）、P-CAT内藤俊夫（順天堂大学総
合診療科）、第１陣の濱口重人（群馬24期）、牧　
信行（千葉21期）、羽田原之（長野14期）、三阪高
春（鹿児島13期）
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岩手県立釜石病院の外観。耐震の
関係で272床のうち26床のみ稼働

（８月に耐震工事終了）

３月23日県立釜石病院の朝礼 ３月25日釜石の避難所での巡回診療を行う宮道亮
輔（愛知25期）

３月27日帰還前の遠藤秀彦（岩手１期）と第１陣
帰還前の宮道亮輔（愛知25期）と濱田俊之（神奈
川８期）

４月21日釜石第５陣と避難所巡回診療チームと桜
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壊滅した公立志津川病院 公立志津川病院の内部

公立志津川病院周囲の状況 南三陸町　佐藤　仁町長の名刺のコピー
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ベイサイド医療統括本部の西澤匡史（宮城20期）
と菅野　武（宮城28期）

ベイサイドアリーナ内で寝袋で寝る濱口重人（群馬
24期）

ベイサイドアリーナ横のテントでの朝の医療支援
チームミーティング様子

5月6日南三陸医療統括本部にて、同窓会長青沼孝
徳（宮城1期）と第8陣の片山義敬（京都5期）、松
久雄紀（岐阜31期）第7陣の小窪正樹（北海道1期）、
髙橋教雄（大阪府1期）、松島俊裕（愛知13期）、臨
床心理士の大島真紀、幾瀬　薫

5月14日南三陸町医療統括本部にて、澤田　努
（高知14期）、渡辺源也（宮城30期）、西澤匡史（宮
城20期）、尾身　茂（東京1期）、石川鎮清（福岡
12期）、苅尾七臣（兵庫10期）
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３月27日第１陣無事任務を終えヘリコプターで帰還、自治医大グランドにて

４月４日第３陣出発、日産プリンス栃木販売より無
償レンタルした車で現地に向かう。

４月８日第４陣からレンタカーで出発。ドライバー
は神戸さん、高山さんで第７陣までで４往復しても
らいました。お疲れさまでした。

５月13日第９陣自治医大駅より出発 ５月20日被災地支援のため大学教職員とともに出発
する同窓会チーム（第10陣）、自治医大駅ホームにて
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同窓会東日本大震災支援プロジェクト対策本部の入
り口

3月26日対策本部の様子、第2陣も出発前日にお手
伝い

対策本部の壁 9月24日宇都宮チサンホテルでの臨床心理士チーム
最終陣のデブリーフィングの様子

9月30日最終陣の帰還

（敬称略）





	 青沼孝徳	 宮　城	 １期	 涌谷町町民医療福祉センター	 あいさつ		 	１
	 三澤吉雄	 長　野	 １期	 自治医科大学外科学心臓血管外科学部門	 東日本大震災支援開始にあたり		 	３
	 尾身　茂	 東　京	 １期	 自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門	 大震災と忘己利他の心		 	４

◇対策本部 
	 石川鎮清	 福　岡	 12期	 自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門	 被災地支援の経緯		 	13

◇支援者（医師）
第0陣	 古屋　聡	 山　梨	 10期	 牧丘病院	 ｢同窓会震災支援の初動にさいして｣		 	17
第0陣	 白石吉彦	 徳　島	 15期	 隠岐広域連合立隠岐島前病院	 （JMS-RED-SP）	先遣隊として		 	19
第0.5陣	 森田英幹	 香　川	 20期	 自治医科大学さいたま医療センター	 14年ぶりの再会		 	21
第1陣	 三阪高春	 鹿児島	 13期	 霧島市立医師会医療センター	 東日本大震災の衝撃と支援プロジェクトへの参加		 	23
第1,6,14陣	 牧　信行	 千　葉	 21期	 静岡県立総合病院	 東日本大震災医療支援に三度参加して		 	24
第1陣	 濱口重人	 群　馬	 24期	 大阪大学大学院医学系研究科感染制御学講座	 東北地方太平洋沖地震の医療支援活動に参加して		 	26
第1陣	 濵田俊之	 神奈川	 ８期	 上白根病院	 東日本大震災支援プロジェクトと私		 	28
第1陣	 宮道亮輔	 愛　知	 25期	 新城市民病院	 現場支援とIT支援と支援後ストレス調査		 	29
第2陣	 金子哲也	 愛　知	 ４期	 光生会病院	 東日本大震災医療支援に参加して
	 	 	 	 	 （雑感	－自治医大DNAと忘己利他－）		 	31
第2陣	 白山真司	 北海道	 15期	 公立芽室病院外科	 震災支援活動に参加して		 	33
第2,24陣	 小出佳代子	 佐　賀	 17期	 鹿児島県公立種子島病院	 県立釜石病院での３月と９月の経験		 	35
第2陣	 原田和歌子	 広　島	 22期	 広島逓信病院　内科	 南三陸・登米地区支援から教えていただいたもの		 	36
第2陣	 堀川慎二郎	 富　山	 25期	 かみいち総合病院	 釜石第２陣：活動報告		 	38
第2陣	 中村好孝	 千　葉	 26期	 多古中央病院	 震災支援を通じて		 	39
第3陣	 鈴木孝徳	 千　葉	 ７期	 南房総市立富山国保病院	 釜石第３陣活動報告		 	40
第3陣	 塩川宏郷	 福　島	 ７期	 東京少年鑑別所	 南三陸町の夕日をみて東ティモールを思い出した話		 	42
第3陣	 阿波谷敏英	 高　知	 13期	 高知大学医学部	 東日本大震災と地域医療		 	43
第3陣	 柴崎　嘉	 香　川	 17期	 綾川町国保陶病院　内科	 第３陣；登米市立豊里病院，津山診療所　活動報告		 	44
第3陣	 市川万邦	 山　梨	 18期	 南部町医療センター	 本学卒業生および南部町の応援により参加できた支援		 	45
第4陣	 小橋孝介	 千　葉	 28期	 鴨川市立国保病院	 自治医科大学同窓会プロジェクトに参加して		 	46
第4陣	 中村雅彦	 長　野	 ７期	 松本市立波田総合病院	 桜の蕾がほころび掛けた釜石病院にて		 	47
第4陣	 岩瀬史明	 山　梨	 14期	 山梨県立中央病院	 プロジェクト第４陣		 	50
第4陣	 瀬尾泰正	 京　都	 15期	 京丹後市立久美浜病院	 同窓会震災支援プロジェクト第４陣に参加して		 	51
第4,22陣	 村田和弘	 山　口	 20期	 八女リハビリ病院	 東日本大震災支援プロジェクトに２度参加して		 	52
第4陣	 加藤一朗	 島　根	 21期	 隠岐病院	 本学卒業生と再認識		 	53
第4陣	 才川大介	 北海道	 28期	 斗南病院	 医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト報告		 	54
第5,21陣	 篠原浩一	 宮　崎	 10期	 八潮中央総合病院	 年々歳々花相似		 	55
第5陣	 川村昌史	 高　知	 14期	 高知県立幡多けんみん病院	 被災地での活動について		 	56
第5陣	 木村まり子	 山　形	 21期	 国立循環器病研究センター	 震災支援で感じたこと		 	57
第5陣	 若松貴哉	 愛媛大	 97卒	 鬼北町国民健康保険三島診療所	 感想		 	58
第5陣	 関口　隆	 群馬大	 00卒	 	 自分が不要になるシステム作りを目指して		 	59
第6陣	 宇野史洋	 千　葉	 10期	 うのクリニック	 同窓会プロジェクトに参加して		 	60
第6陣	 伊東秀樹	 高　知	 11期	 島津病院	 東日本震災支援活動（４月22日～30日）に参加して		 	61
第6陣	 田儀英昭	 京　都	 19期	 京丹後久美浜病院	 東日本大震災支援プロジェクトに参加して		 	62
第6陣	 鈴木章史	 茨　城	 20期	 伊藤病院	 東日本大震災支援プロジェクトに参加して		 	63
第7陣	 小窪正樹	 北海道	 １期	 公立芽室病院	 震災と水と一体性		 	64
第7陣	 髙橋教雄	 大　阪	 １期	 医療法人髙橋診療所	 皆に感謝！		 	66
第7陣	 折口秀樹	 福　岡	 ７期	 九州厚生年金病院	 県立釜石病院での支援		 	68
第7陣	 十枝めぐみ	 香　川	 13期	 綾川町国民健康保険綾上診療所	 第７陣に参加して		 	69
第7,24陣	 松島俊裕	 愛　知	 14期	 山添村国保波多野診療所	 南三陸・登米、釜石の２ヶ所へ赴いて		 	70
第8陣	 片山義敬	 京　都	 ５期	 舞鶴赤十字病院	 第８陣で参加して		 	71
第8陣	 叶城倫子	 岩　手	 28期	 岩手県立磐井病院麻酔科	 これからのために		 	72
第8陣	 松久雄紀	 岐　阜	 31期	 郡上市地域医療センター国保和良診療所	 南三陸町・登米市の支援を行って		 	73
第9陣	 宮本健史	 高　知	 12期	 積善病院	 プロジェクトに参加して		 	74
第9陣	 澤田　努	 高　知	 14期	 高知医療センター	地域医療科	 東日本大震災支援プロジェクトに参加して		 	75
第10陣	 清水雄三	 愛　媛	 28期	 松野町国民健康保険中央診療所	 支え合い、出会い、人とのつながり		 	77
第10陣	 齊藤　晋	 北海道	 18期	 手稲いなづみ病院	 東日本大震災支援プロジェクト（第10陣）に参加して		 	78
第10陣	 廣瀬英生	 岐　阜	 24期	 郡上市地域医療センター国保和良診療所	 第10陣支援報告		 	79
第10陣	 加藤　励	 北海道	 30期	 町立厚岸病院	 釜石チーム第10陣　活動報告		 	80
注）0陣、0.5陣は先遣隊　　所属は、派遣時の所属
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第11陣	 田畑雅彦	 兵　庫	 13期	 姫路市国民健康保険家島診療所	 東日本大震災の支援（登米市・南三陸町）に参加して		 	83
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第21陣	 横田　啓	 神奈川	 31期	 岩国市立美和病院	 東日本大震災支援プロジェクトに参加して		 	102
第21陣	 天貝賢二	 茨　城	 13期	 茨城県立中央病院・地域がんセンター消化器内科	 医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト参加報告		 	103
第21陣	 内田　望	 高　知	 20期	 梼原町立国保梼原病院	 東日本大震災支援に参加して		 	105
第21陣	 稲垣健志	 高　知	 28期	 仁淀川町国民健康保険大崎診療所	 活動を通して再認識		 	106
第22陣	 渋谷　聡	 宮　城	 ６期	 渋谷整形外科	 東日本大震災支援		 	107
第22陣	 西岡謙二	 神奈川	 14期	 西岡アレルギークリニック	 「町を知る、人を診る、心に寄り添う」		 	108
第22陣	 長谷川浩之	 山　梨	 28期	 道志村国民健康保険診療所	 東日本大震災支援プロジェクト参加報告		 	110
第23陣	 益子敏弘	 栃　木	 ８期	 自治医科大学脳神経外科	 ワンポイントリリーフ		 	111
第23陣	 桑田吉峰	 大　阪	 17期	 	 第23陣　穴埋め		 	112
第23陣	 藤原千紗子	 高　知	 31期	 本山町立国保嶺北中央病院	 東日本大震災支援プロジェクトに参加して		 	114
第24陣	 土井貴明	 愛　媛	 19期	 品川美容外科	 第24陣登米南三陸活動報告8/26-9/2		 	115
第24陣	 野中孝一	 長　崎	 25期	 医療法人光善会	長崎百合野病院	 第24陣（8/26-9/3）の活動に参加して		 	116
第25陣	 細野達也	 群　馬	 18期	 自治医大呼内・宇都宮社会保険病院呼吸器内科	 東日本大震災被災地支援第25陣報告		 	117
第25陣	 棚田純代	 高　知	 23期	 梼原町立国保梼原病院	 東日本大震災の支援で感じたこと		 	118
第25陣	 次呂久英太郎	 沖　縄	 30期	 渡嘉敷診療所（沖縄県立南部医療センター）	 震災、支援、自分		 	119
第25陣	 上田浩平	 高　知	 31期	 四万十町国保十和診療所	 被災地支援を終えて		 	120
第26陣	 西尾美紀	 高　知	 25期	 梼原町立国保梼原病院	 東日本大震災支援プロジェクト（南三陸町など）		 	121
第26陣	 藤原　学	 高　知	 29期	 四万十町国保十和診療所	 登米市・南三陸町での活動		 	122
第27陣	 花輪宏明	 山　梨	 31期	 組合立飯富病院	 第26陣東北支援報告		 	123
第27陣	 佐藤幸浩	 富　山	 12期	 かみいち総合病院	 登米・南三陸第27陣報告		 	124
第28陣	 藤家証一	 広　島	 ６期	 大和診療所	 診療所医師の震災支援		 	125
第28陣	 中村伸一	 福　井	 12期	 おおい町国保名田庄診療所	 箱物行政と被災の関係		 	126
第28陣	 白石裕子	 島　根	 17期	 隠岐広域連合立隠岐島前病院	 東北魂	未来へむかう強さ		 	127
第28陣	 村松　司	 北海道	 22期	 広域紋別病院	 釜石28陣に参加して		 	128
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	 村瀬嘉代子／奥村茉莉子	 日本臨床心理士会心理支援センター	 	自治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクトに　　　
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震災から同窓会支援チームの発足まで
　平成23年3月11日（金）14:46　地震発生。そのとき、私は、研究報告会のため会議室にいた。直後に停電し、
報告会は中止となり、大学も病院も機能停止となった。
　翌3月12日（土）、卒業生の安否情報の確認のため地域医療推進課に行ったところ、卒後指導部長の尾身茂先
生（東京1期）と同課の鈴木高広係長が来ていた。尾身先生が、全国に卒業生のいる自治医科大学として、卒業
生に被害の状況を確認できないか、また、支援をするにはどこがいいか、といった内容で卒業生に向けてメー
ルマガジンで呼びかけた。しかしながら、被災地は被害が甚大でメールはおろか電話も電気もない状況で、ま
た、被災地の医療機関では文字通り寝る間もなく活動をしていたため被害の程度や支援の必要性などの有効な
情報は得られなかった。
　3月13日（日）、岩手県、宮城県の両県に状況を確認するも震災直後の混乱の中で支援要請もうまく出せない
状況であった。同日夕方には、先発隊として被災地に赴きたいと白石吉彦先生（島根県隠岐島前病院院長　徳
島15期）が自治医大に到着した。3月14日（月）午前中に、古屋　聡先生（山梨県牧丘病院院長　山梨10期）
が合流した。そんな中、岩手県藤沢町民病院の佐藤元美院長（岩手2期）から、被災地は被害が甚大なためま
ずは医療自体がままならない状況であり、そこから運ばれてくる後方に位置する藤沢病院で支援が必要である
といったメールが届いた。同じ頃に、全国にいる卒業生から数多くの支援希望があり、背中を押される形で同
窓会として被災地支援を行う方針となった。大学も被災し、附属病院の機能維持も容易でない状況ではあった
が、同窓会と大学とで被災地支援のあり方について検討し準備を進めた。
　3月15日の夕方に、古屋、白石の両氏が知人の吉岡様から借りたプリウスを駆って震災支援の先発隊として
被災地に向けて出発した。3月16日（水）には、先発隊の2人が岩手県南部と宮城県北部を視察し、医療機関と
して機能が残っている藤沢町民病院に現地拠点を置き、そこから沿岸部にかけての支援を行うことが有効であ
ると報告があった。同日、岩手県立釜石病院の遠藤秀彦院長（岩手1期）から連絡があり、病院は被災している
が医療活動は可能、市内や隣の大槌町では医療機関が壊滅しており機能の残っている同病院への支援が必要、
とのことであった。以上の状況より卒業生として支援の必要性が明確となったため、3月17日自治医科大学医
学部同窓会の臨時幹事会にて東日本大震災支援プロジェクトが正式に発足した。（http://jichidousou.jp/）

具体的な支援の方法
　支援に際しては、以下の3つを同プロジェクトの支援の原則とした。
1．自立した支援
2．継続性
3．地域という視点
また、支援地域は、当初
　A．宮城県登米地区（佐沼病院、米谷病院、豊里病院）
　B．岩手県東磐地区（立千厩病院、藤沢町民病院）
　C．岩手県釜石地区（県立釜石病院）
とした。
　3月17日（木）に森田英幹先生（香川20期）が先発隊に合流した後、3月20日（日）に第1陣の6人が東京新木
場のヘリポートから出発した。1週間分の食料や水、寝袋なども持参して、濵田俊之先生（神奈川8期）、宮道

自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト対策本部　事務局長
自治医科大学卒後指導副部長
福岡県　第12期　石　川　鎮　清

被災地支援の経緯

対 策 本 部
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亮輔先生（愛知25期）が釜石に、三阪高春先生（鹿児島13期）、羽田原之先生（長野14期）、牧　信行先生（千
葉21期）、濱口重人先生（群馬24期）が登米地区および東磐地区に入った。
　支援内容は、釜石では、日中は巡回診療、夜間は当直業務も行なった。登米、東磐地区では、米谷病院、豊里病
院の外来業務および当直業務。また、沿岸部の状況確認を行い、気仙沼市の総合体育館ケーウェーブや南三陸町の
総合体育館ベイサイドアリーナでの医療活動および医療本部機能のサポート業務を開始した。藤沢町民病院を現地
基地として活動を開始したが、同病院には同時期に立ち上がった日本プライマリ・ケア連合学会の支援プロジェク
トも現地基地として活動していたことや、多くの医療支援チームが支援に入っていたこともあり、自治医大同窓会
の支援活動としては、岩手県東磐地区での活動を終了し、支援が少なかった宮城県登米市と沿岸部の南三陸町を主
な支援場所とした。第3陣（4/3～4/8）の時には、現地基地を藤沢町民病院から登米市津山診療所に移し、以後第7
陣（4/29～5/6）までの間、釜石地区2人、登米・南三陸地域4人で支援を行なった。第8陣は4人、第9陣以後はしば
らくの間3人（釜石1人、登米・南三陸2人）での支援となった。現地までの移動手段も当初2陣までは公益社団法
人地域医療振興協会の支援で使用しているヘリコプターに同乗させていただいた。車が手配できてからは、レンタ
カーを用いて車で移動した。4月29日に新幹線が開通したため、第8陣からは新幹線での移動となった。
　支援に行く前のブリーフィング、支援終了後のデブリーフィングを行なっていたが、第12陣（6/2～）からは
ブリーフィングをなくし直接現地に入ってもらうこととした。デブリーフィングでは、単に事務局として活動
の報告を聞くだけでなく、支援に行った方が日常に戻る過程として、現地でのストレスなどいろいろなものを
置いていく場でもありその重要性を改めて感じた。

その他の団体との関わり
　縁があって臨床心理士が一緒に活動をするようになった。日本臨床心理士会と日本心理臨床学会が東日本大
震災心理支援センターを立ち上げ（http://www.ajcp.info/jpsc/）各陣３～４人ずつで支援に行く方を募集し、第
８陣（5/5～）から同窓会プロジェクトと合同のプロジェクトとして活動した。被災地では心に傷を負った方が
多いため、臨床心理士のニーズは高く、その活動が期待された。仮設住宅への移転の際のコミュニティーの再構
築のために現地の保健師など関係者と調整しながら活動を行った。その一つに南三陸町歌津地区の「カフェあづ
まーれ」があるが、臨床心理士が運営に関わり、被災者にとって居心地のいい空間を提供することができた。さ
らに、我々の活動の趣旨に賛同をいただいた下記の団体や企業などから資金や物資などの援助をいただいた。
・財団法人笹川記念保健協力財団（資金）	 ・財団法人東京顕微鏡院（資金と医療資材）
・医療社団法人こころとからだの元氣プラザ（資金と医療資材）	 ・武田薬品工業株式会社（資金と内服薬）
・大塚製薬株式会社（医療資材）	 ・日産プリンス栃木販売株式会社（車輛6台）
・ひばりクリニック院長　高橋昭彦（滋賀8期）	 ・あんどうクリニック院長　安藤秀彦（宮崎5期）
・第一印刷株式会社（名刺）	 ・日本プライマリ・ケア連合学会　　・その他
集まった浄財は合計で約1,400万円にも上り、活動に必要なパソコン、備品、消耗品や交通費などに使わせてい
ただいた。これらの援助のおかげで活動を継続できたことに心からお礼を申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。

おわりに
　支援期間を６ヶ月間と設定したため、本当に継続できるか多少心配したが、居ても立ってもいられないと言
いながら集まってくる卒業生のおかげでなんとか9月30日の終了まで支援を継続できた。
　対策本部は大学のご好意で記念棟6階C会議室を使わせていただき、ブリーフィングや本部ミーティングなど
を行った。震災当初から対策本部にご協力を頂いた方は、三瀬順一先生（地域医療学）、小松憲一先生（地域医
療学）、関口隆先生、梶井先生（鳥取1期）、三澤先生（長野1期）、谷口先生（鳥取4期）、中村先生（福岡5期）、
穂積先生（福島5期）、加藤先生（宮城5期）、岡崎先生（宮城7期）、高橋先生（宮城12期）、定金先生（福岡22
期）、神田先生（新潟22期）、沼田先生（福島27期）などである。また、地域医療推進課を含め自治医科大学や
同窓会事務局の皆様にも多大なご協力をいただいた。改めて感謝申し上げます。
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◇主な被害状況（３月14日現在）３月15日朝日新聞朝刊
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◇支援医師等の活動地域
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　私は、阪神淡路大震災や新潟県中越地震の救護の
わずかな経験を持っていましたが、3月11日の発災
直後、DMATチーム以外での医療支援にまだ具体的
なイメージがもてずにいました。自治医大の尾身先
生からのメールは受け取りましたが、なるべく早く
に現地に赴くには、完全自立型で自分でいくしかな
いだろうと思って準備に入りました。その私の背中
を決定的に押したのは、3月12日午後8:22の島根県
隠岐島前病院の白石吉彦君のメールの末尾、「古屋
エスティマ号は出発しませんか？」の文字でした。
白石君はすぐに用意に入り、13日の午後には羽田に
やってきます。私は12日の自院の当直の間の情報
収集により、ガソリンも足りない中、白石君を拾っ
て現地に直接赴くことの無謀さがわかってきて、自
治医大に一旦集合して、交通手段などは大学に頼ろ
うと考え、大学での対策会議が開かれるという14
日の朝に栃木に行きました。白石君と合流して、尾
身先生や三瀬先生・石川先生と出会ってから、大学
で一日半、大学からの派遣について会議や折衝があ
り、その準備に費やしましたが、結局、白石・古屋
組は自力で行く方針とし、使える手段はなんでも使
う主義のもと、徳島10期の濱田邦美君経由でコネ
だよりの緊急車両指定、また浜田・白石両君の知り
合いで結城の地元民である吉岡さんのお宅からなん
と根性でガソリン満タンにしてもらったプリウスを
借りて、15日の夕に出発しました。このとき私たち
の頭の中にあったのは、もちろん津波の衝撃的な映
像であり、前学長の中尾先生が自慢にしていたとい
う、卒業生の赴任地に赤いピンをさした日本地図で
あり、大学でもらった東北の卒業生のいる医療機関
の地図であり、尾身先生の呼びかけの下、全国の卒
業生から寄せられたメールの束でした。宇都宮のコ
ンビニでおにぎりを買い、真っ暗な東北自動車道で
向かったのは、津波の激しい地域の直後方で、自ら
も被災しながら多くの避難者や患者を受け入れなけ
ればならないであろうセカンドラインの中小病院の
ある地域、具体的には陸前高田や気仙沼のバックの
岩手県一関市（千厩病院）、藤沢町（藤沢町民病院）、

南三陸町の後方支援となる宮城県登米市（米谷病院
など）でした。東北自動車道を古川で降りて停電地
帯にはいり、16日午前0時、青沼先生の涌谷町国保
病院に着き、病院の被災状況とニーズを把握しつつ
北上しました。深夜に藤沢町民病院にたどりつく
と、電気は復旧しており、佐藤先生の全面的バック
アップにより、前線基地に使わせていただけること
になりました。16日の朝、登米市の米谷病院や登米
市立病院、次に一関市の千厩病院の状況を確認しま
した。千厩病院や米谷病院で支援医師が半年以上は
必要と確信し、各病院の院長先生から「具体的な支
援要請」を県や自治医大に出してもらうことをお勧
めしていきました。こういう中で、同窓会支援対策
本部（以下、本部）に直接電話で状況を報告し、本
部では同窓会の派遣に向けて準備してくれました。
また16日午後に日本プライマリ・ケア連合学会支
援プロジェクト本部（PCAT）の守屋先生と連絡を
とり、避難所支援のため派遣要請しました。千厩で
一関市室根診療所の大谷先生から、気仙沼の避難所
が大変苦しい状況にあると聞き、気仙沼支援の対策
本部となっていた一関市の室根支所の案内を得て、
16日午後初めて気仙沼市総合体育館（ケーウェー
ブ）に入りました。1,600人位の方が避難していま
した。寒さ、物資の不足、水の不足、何より人手不
足とで混乱しており、中に気仙沼市内の開業医の先
生も被災されて避難されていました。医療支援に数
チーム入っても、体育館内救護所に行けない・行か
ない・我慢してしまうフロアの避難者と夜の不安状
況と既に極限といえるスタッフの疲弊ぶりを見まし
た。この時点で避難所の夜を支える重要性を知り、
PCATか同窓会で避難所ケーウェーブに泊まりこむ
体制を想定しました。気仙沼市役所の防災担当と気
仙沼の医師会長の大友先生とはこの夜に面会、プラ
イマリケア的支援について申し出を行いました。
　17日は白石君と別行動で貴重な車は私が運転し
ました。自治医大同窓生で行方のわからなくなって
いる先輩をさがしに藤沢町民病院の椎名先生ととも
に大船渡に赴き（見つけることはかないませんでし

山梨県　第10期　古　屋　　　聡

「同窓会震災支援の初動にさいして」

支 援 者（医　師）
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に、もう一度気仙沼に来ることを誓いながら、任を
終えました。
　同窓会の支援活動は本格的に始まり、私たちは地
域医療振興協会のヘリで藤沢を離れました。藤沢で
第１陣を迎え、大変頼もしく思い、高田・大船渡を
上空から見ながら釜石へ、遠藤先生を遠くから拝見
して、仙台へ。本当に苦しい中、仁王立ちで釜石を
守る遠藤先生の姿に涙が出ました。仙台では、女川
を支援してきた折茂先生や山田先生に会い、お互い
に疲れた顔の中にも、一瞬で通じあえるものを感じ
ました。東京のヘリポートでは、尾身先生と石川先
生と地域医療振興協会の吉新理事長に出迎えていた
だきました。
　その後、緊急車両指定の際にお世話になった仙谷
由人さんのところに報告に行き、いくつかの提言を
行いました。
　同窓会支援が始まり、後に続いた同窓生の志は本
当に頼りになりました。また、同窓会やPCATの支
援を前線基地として全面的に支えてくれた佐藤先生
を初めとする藤沢町民病院のみなさまには本当に頭
が下がりました。
　最後になって考えても、実際に私と白石君を被災
地に送り出してくれたのは、結城の一般人である吉
岡さんご一家であったと思います。さらに、自分の
背中を押してくれ、現在も支援を続けさせてくれて
いる、当牧丘病院のスタッフに深く感謝して、ペン
を置きます。

た）、夜の気仙沼市災害対策本部の全体ミーティン
グを傍聴、その後は山形空港に同窓会チーム0.5陣
森田英幹先生と、PCATの最初のひとりである順天
堂大学の内藤俊夫先生を迎えに行き、藤沢町民病院
にお連れしました。翌日から森田先生は白石先生と
ともに藤沢町民病院で自治医大同窓会チーム第１陣
を受け入れる準備に入り、内藤先生はケーウェーブ
の支援に入りました。この日は、南三陸のベイサイ
ドアリーナで支援が足りないことが伝わってきて、
ジャパンハートや長崎県上五島病院、長野県茅野市
のチームにつないでいき、またケーウェーブでのサ
ポート不足を見て、全国訪問ボランティアナースの
会キャンナスにケーウェーブへの派遣をお勧めしま
した。
　18日午前中、気仙沼の医療支援のバックアップ
を得るために、一関医師会長さんと一関市保健福
祉課長さんに挨拶に行き、午後は内藤先生にケー
ウェーブで活動してもらい、私は現地で本当に必要
でしかし当時医療支援メンバーには果たしにくかっ
たご遺体の確認（検死）をお手伝いしました。現地
の被災された先生方、東北大学の病理や法医学の先
生方に加え、この日から初めて東京都などの医療支
援チームも参加してくれました。夜は気仙沼市災害
対策本部の全体ミーティングを傍聴しました。
　19日朝に森田先生を登米エリアに送って行き（な
んせ車が１台なので）、午後は内藤先生が検死に行
き、私はケーウェーブで活動しました。避難所内で
も自分で動ける方もいる一方で、自分では動けずに
いる被災者（高齢者や寝たきりに近い方）の個別ニー
ズは細やかに拾えませんでした。この時点で避難所
は「町」が集約されたものであり、救護所は病院で、
フロアには「在宅ケア」のニーズがあることがわか
り、初めて被災した方の悲惨な口腔内の状況に気が
つきました。この晩、PCATの内藤先生が初めてケー
ウェーブに泊まってくれ、被災してケーウェーブに
避難されていた気仙沼の開業医の先生を藤沢町民病
院にお連れして休んでもらうことができました。
　20日、生活や医療ニーズの把握、他のメンバー
とコラボしながら直接援助しつつ、さらなる援助の
プランを立てるという複雑なミッションを果たせる
安西看護師が最初のキャンナスとして代表の菅原さ
んとともにケーウェーブにやってきました。私はそ
こで、もともとの自分の山梨での仕事（在宅ケア
や、口腔ケア・摂食嚥下支援）に近い仕事のため
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　現在勤務する隠岐島前病院（以下当院）は島根県
の離島、隠

お

岐
き

島
どう

前
ぜん

にある。3月11日の午後は何事も
なく過ぎていた。ふとつけたテレビの映像に衝撃を
うける。今まで見たことのない自然による惨劇に呆
然とした。
　翌日にかけてテレビの前から離れられなかった。
テレビに映される沿岸部の大惨状やネットで流され
る現状報告から目が離せない。電気、通信がダウン
しているため、現地医療機関から直接の情報は皆
無。DMATに加えて、日赤や済生会、民医連などの
横のつながりのある現地入りした医療チームからの
メールによる情報が続々と入ってくる。医療者とし
て居ても立っても居られない気持ちとともに、自分
に何ができるのかという問いかけ。3月12日には尾
身茂（東京1期）卒後指導部長から震災地の情報、
震災支援準備の自治医大メールマガジンが流され
た。
　わが病院は田舎の弱小自治体病院である。全国自
治体病院協議会という組織に属するが、基本的には
横方向への支援は強くない。宮城県、岩手県の沿岸
部から少し入った内陸までの医療を支えているの
は50床から100床の同じような自治体病院ではない
か。島根と同じく医師不足に悩む東北地方の小さな
病院に余力があるとは思えない。私はDMATの訓練
は受けていないが、阪神・淡路大震災支援や、アフ
リカ難民キャンプでの経験はある。超急性期の特殊
な災害医療ではなく、中小自治体病院の日常を支え
ることはできるのではないか、そういう理由で現地
へ向かうこととした。
　3月13日の夕方には自治医科大学へ到着。この時
点で本学卒業生の30名が現地入り希望を表明して
いた。震災直後からPCBM（地域医療系メーリング
リスト）での活発な情報交換などをもとに古屋聡先
生（山梨10期）と合流し、尾身卒後指導部長を中
心に現地のニーズ調査や支援希望メンバーなどの情
報整理を行った。ガソリン供給不足と情報不足のな
か、プリウスを満タンで確保し、何とか緊急車両通
行証を手に入れた。3月15日夕に先遣隊として古屋

先生とともに、情報のないまま涌谷、登米、藤沢を
目指し出発。3月16日の0時に涌谷町立病院、午前
2時藤沢町民病院に到着。朝になり上沼診療所、米
谷病院、登米市民病院、千厩病院、気仙沼の避難所
にて情報収集。携帯電話のつながるところでは本学
で後方支援を行ってくれた石川鎮清先生（福岡12
期）、三瀬順一先生に電話で報告し、即座に情報と
してまとめてもらったので、非常に効率よく調査に
回ることができた。
　とにかくガソリンが不足しており、外来患者はむ
しろ少なめ。しかし通信手段がないため、前触れも
なく急患が徒歩来院し、在宅患者のトラブルも確認
する手段がない。ガソリンがないために医師も動け
ず、職員も出勤できない状態。デイサービス通所も
できず、訪問サービスにも出向けず、医療介護サー
ビスの量と質が一気に低下してしまっていた。同時
に薬の流通も止まっており、10日目頃に流通が再開
するまでは、外来処方はもちろん入院患者の点滴や
栄養剤の注入量も減らすなどして、管理に困難を極
めていた。水、自家発電用の燃料に関しては地域ご
とになんとかぎりぎり確保されていた。支援に入っ
た内陸部の病院の多くが、もともと医師不足が主な
理由で病床数を縮小運用していたため、ベッド数は
余力があり、また米どころであるため、主食だけは
確保できたことは幸いであった。
　藤沢町民病院のご厚意で病院内へ前線基地を構え
させていただき、3月18日には森田英幹先生（香川
20期）とプライマリ・ケア連合学会から内藤俊夫
先生（順天堂大学総合診療科）に応援に入っても
らった。現地の行政、医療機関、医師会などと調整
をし、徐々に受け入れ態勢をつくり、3月20日には
自治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクト
として6名の医師（含む釜石支援2名）が現地入り
することになった。その後も自己完結、ニーズオリ
エンティッド、継続性などをモットーに6か月の支
援が行われた。
　阪神・淡路大震災の時とは規模も違い、津波に加
えて、原発問題もあり、アクセスも情報も著しく制

徳島県　第15期　白　石　吉　彦

（JMU-RED-SP）先遣隊として
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限された。その代りインターネットや携帯電話とい
う新しいメディアが震災支援の形を作るのに役立っ
た。また現地からインターネット上にニーズを発信
することで、通話料無料の携帯電話や電動バイクな
ど様々なサポートの提供をうけ、現地へ届けること
ができた。
　緊急事態には安全の確保できる範囲で、できるだ
け速やかに現地の近くへ出かけて情報を得る必要が
あることをあらためて感じた。震災直後には情報も
混乱し、物品の統制もままならないため、早期に過
剰な程に医療スタッフ、医薬品、食料品の投入が必
要である。今回のように通信が途絶え、ガソリンの
流通が滞ると、現地からの要請が発信されないた
め、要請を待ってからの行動では遅い。DMATと
は違う形での速やかな地域医療支援が求められる。
1000人を超えるような大規模避難所では、0歳から
100歳までが暮らしており、ある種ひとつの村のよ
うなもので、まさに総合医のフィールドである。日
常診療の中で、専門性にとらわれず、よくあるニー
ズに対応可能で、必要ならば専門医や後方医療機関
へ紹介する。また予防的な観点からのマネージメン
トも得意とするところである。急性期から亜急性
期、そして慢性期と経過する中で、変わりゆくニー
ズに対応するにも適任である。行政、保健福祉分
野、周囲医療機関などとの調整能力にも優れてい
る。
　自治体が1対1で支援する被災地の対

たい

口
こう

支援が提
唱されているが、日本の各地域で地域医療を展開し
ている中小自治体病院などが同じ規模の病院を支え
る仕組みができれば、日本のどこの地域が被災して
も支援することができる。しかし、規模の小さな1
つの病院で継続的に支援し続けることは不可能であ
る。全国で活動を展開する卒業生は大きな組織力を
もって動くことが可能である。震災支援の現場で
は、診療所で働く総合医、中小病院で働く総合医、
比較的大きな病院で働く総合医はそれぞれ必要とさ
れる場がある。震災直後からの日常を支えるために
総合医が組織だって支援に向かうことができるよう
な仕組みづくりが望まれる。
　また、当院は島で唯一の病院として在宅医療も行
う44床の病院である。気仙沼での在宅支援プロジェ
クトに5月から8月にかけて3か月間看護師を1週間
交代で1名枠として継続派遣を行った。継続派遣の
メリットを生かして、気仙沼の本吉地区を担当させ

てもらい、個別の患者さんの情報や震災支援活動中
の生活面でのこと、気持ちなども含めて自分たちで
申し送りをしながら、支援を行った。当院での看護
業務の延長で被災地の在宅医療のお手伝いをするこ
とで、病院全体として被災地にかかわった。全国か
ら応援に駆け付けている他の医療者と接したこと
も、当院にとって財産になった。看護師を含めたコ
メディカルも同じような形で、同規模の病院を支援
する仕組みが求められる。
　地域医療は保健福祉と連携しながら生活ベースで
の医療を支えている。あまりにも激甚な災害により
医療のみではなく、全ての基盤が壊滅的な打撃をう
けた。世界中の助けを得ながら日本全体としてこの
困難に立ち向かわなければならない。日本各地で在
宅医療を含めた地域医療を支えている病院が、今回
被災地での地域医療の再生過程を学び、経験を共有
することで、未来へ備えることも非常に重要であ
る。

JMU-RED-SP第0陣と0.5陣　藤沢町民病院内にて
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　東日本大震災のとき、私は、心臓手術中であっ
た。人工心肺作業が終わり、止血をしていたとこ
ろ、強い地震がおそってきた。私は、ただ立つのが
必至で、麻酔科医、看護師は物が倒れないよう必死
で押さえていた。それ以降、さいたま市は計画停電
の対象となり、予定手術はすべて延期になってし
まった。
　東北の悲惨な状況がテレビで連日放送され、少し
でも何か役に立つことができないかと思い、３月
１７日、自治医科大学同窓会支援チームの先遣隊と
して現地入りした白石先生に連絡をとった。白石先
生は、学生時代モトクロス同好会でお世話になった
先輩だが、卒業後はお会いする機会がなく、今回後
初めてお話しした。先遣隊の古屋先生、白石先生
は、現地で医療支援に必要な情報収集を行ってお
り、人手が必要なため、早急に合流するよう指示を
受けた。ガソリン不足で、車で行くことはできない
ため、同日午後７時５０分羽田発の山形空港行きの
飛行機に乗った。羽田空港では、一緒に支援を行う
日本プライマリ・ケア連合学会の順天堂大学内藤先
生と合流した。山形空港は、降雪のためなかなか着
陸できず、上空で2時間旋回し、午後１１時すぎに
やっと到着した。寒いロビーで迎えを待っている
と、空港職員からおにぎりの差し入れをいただい
た。ボランティアに来たつもりだが、さっそく東北
の方からご好意を頂いてしまい、複雑な気持であっ
た。しんしんと雪が降り積る中、これから現地に向
かい、自分が何をどれだけすることができるのかを
考えると、緊張と不安で胸がはりさけそうであっ
た。
　古屋先生に迎えに来ていただき、先遣隊の基地が
ある藤沢町民病院には翌１８日午前４時２０分到着
した。藤沢町民病院では、ライフラインがすでに復
旧しており、食料不足にもかかわらず、居候の私た
ちに食事を提供してくださったため、情報収集活動
に専念できた。
　古屋先生、白石先生から避難所、後方病院の情報
を聞き、ボランティア活動についての注意を受け

た。まず、自己完結型であること。衣・食・住は自
分で確保し、現地には迷惑をかけない。これについ
ては、藤沢町民病院のご好意に甘えてしまったが、
それ以上他の人に迷惑にならないよう気を付けた。
次に自分の健康管理に気をつけること。確かに支援
に来た人が病気になってしまっては、現地の方に
とって迷惑千万である。慣れない土地での慣れない
生活であるが、体調を崩さないよう注意した。
　同窓会支援チーム第１陣が２０日にヘリで来て、
その便で古屋先生、白石先生が帰ることが決まっ
た。私が到着してから、たった２日しかなかった。
当初私は、避難所や後方病院での診療も行うつもり
であったが、同窓会支援チームが円滑に効率的に支
援できるよう情報収集が必要であり、それに専念す
ることにした。早速、登米市立上沼診療所の佐々木
先生に案内していただき、後方病院を訪ね、同窓会
チームの支援の必要性について検討した。次に、南
三陸町の避難所に向かった。その途中、被災地を目
の当たりにし、絶句した。テレビでは見ていたもの
の、実際に見るとその惨状はすさまじいものであっ
た。がれきの山が広がっているが、内陸から海岸に
近付くにつれ、洗い流されてがれきもなくなり、木
造住宅は基礎しか残っていない状態であった。ここ
までは自然の力は強く、恐ろしいものかと痛感し
た。
　南三陸町の避難所であるベイサイドアリーナで
は、志津川病院内科医の西澤先生が奮闘していた。
西澤先生は、本学の同級生である。しかし、卒業後
の交流は全くなかったため、今回、避難所で１４年
ぶりに再会した。震災当日は、たまたま当直明けで
自宅に戻っていたため、被害にあわなかったらし
い。その後は、避難所で昼夜を問わず避難者の診療
を行い、全国からかけつけた多くの医療支援チーム
の指揮や薬剤の調達を行ってきた。私が訪ねたとき
は震災から1週間が過ぎ、疲労がたまっているよう
であった。
　先遣隊チームで今後の支援の方針について協議し
た。数日間の調査で、同窓会支援チームが支援でき

香川県　第20期　森　田　英　幹

14年ぶりの再会
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そうな後方病院は目処がついた。各避難所は、全国
から多くの医療チームがぞくぞくと集まっており、
現時点で我々のニーズは少ない。現地の被災者であ
りながら、昼夜を問わず診療活動にあたっている医
師に休息が必要であり、それを実現するということ
が当面の目標になった。
　２０日に同窓会支援チーム第１陣が到着し、古屋
先生、白石先生が帰路についた。第１陣のメンバー
を基地に案内し、オリエンテーションを行った後、
各支援先に送った。
　南三陸町ベイサイドアリーナで活躍している西澤
先生は、学生時代から責任感が強くまじめな性格で
ある。先輩である佐々木先生が休息をすすめても責
任感から避難所を離れようとはしなかったようだ。
　そのころ、志津川病院の菅野先生から連絡が入っ
た。菅野先生は被災時、病院に勤務中で、患者を救
出し、石巻赤十字病院への患者搬送ヘリの最後の便
に同乗した。その後、仙台の実家に行ったが、鉄道
はストップし、ガソリン不足のため車は動かず、南
三陸町へ戻る手段がなくなってしまった。私は、地
元の状況に詳しい菅野先生が戻ってきてくれれば、
非常に心強いため、すぐ仙台まで迎えに行くことに
した。我々の自動車は、緊急車両登録を行っていた
ため、一般車両通行止めの東北自動車道を走行する
ことができた。また、サービスエリアでは、ガソリ
ンを給油することもできたため、仙台往復も十分可
能であった。
　菅野先生と同窓会支援チームの牧先生をベイサイ
ドアリーナに送り、西澤先生に「今日１日俺につき
あってほしい」と頼んだ。当初戸惑っていたが、一
時避難所を離れる決心がついたようである。周囲の
スタッフ、医療支援チームに引き継ぎを行い、私の
運転する車で、基地がある藤沢町民病院に向かっ
た。およそ４０分間のドライブであったが、震災の
ことをはじめ、卒業してからのこと、１４年間の出
来事をお互いに話した。藤沢町民病院では、シャ
ワーを浴びた後、一緒に病院の食事を食べた。佐藤
院長先生、椎名先生ご夫妻から差し入れでビール、
焼酎をいただき、皆ほろ酔いで話がはずんだ。
　翌日、西澤先生をベイサイドアリーナに送り、私
は支援先の病院や気仙沼の避難所を訪問し、支援活
動の状況を聞いた。全員、各所で活躍しており、さ
まざまな意見を聞くことができた。
　同じ基地で一緒に行動し、おもに気仙沼方面で活

動した日本プライマリ・ケア連合学会のメンバーと
も協力し合い、なんとか役をはたすことができた。
現地入りしてから、１週間に近くなると、疲労がた
まってきたことを実感した。当初、もう少し長く滞
在することも考えていたが、３月２５日夜、大学１
年生のとき隣のラウンジでお世話になっていた桑田
先生の車に便乗させていただき、さいたま市に帰っ
てきた。
　今回、初めて災害のボランティアに参加し、さま
ざまなことを学んだ。結局、私自身は、先輩方、藤
沢町民病院の方々にお世話になり、それなしでは活
動はできなかった。その方々には非常に感謝してい
る。被災地の1日も早い復興を願うとともに、被災
しながらも、現地でがんばっている人の姿を目の当
たりにし、これからの自分がどう生きていくべきか
を考えさせられた１週間であった。
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（震災発生時の衝撃）
　過去に起こった大災害、阪神淡路大震災、新潟県
中越沖地震等の発生を知ったその時、自分がどこで
何をしていたか今でもはっきり思い出すことができ
る。3月11日もまた、つぶさに思い起こすことので
きる一日として記憶に刻まれることとなった。震災
当日の午後、私は夜に開催される熊本での研究会出
張に備え一時帰宅し準備を行っていた。テレビの
ローカル放送では翌日に全線開業する九州新幹線の
特集番組が流れ、お祭り気分一色の様相、私も翌日
は熊本から九州新幹線の開業一番列車を利用し帰宅
する予定であった。突如一変したテレビ報道、刻々
と伝えられる信じがたい情報、妻の実家に近い見慣
れた気仙沼の港に押し寄せる津波の映像に釘づけに
なる。妻の実家である一関市千厩にもなかなか連絡
がとれない。「どうすれば・・」焦る気持ちのまま
熊本へ向うが、乗車予定の日豊本線の列車は宮崎県
沿岸の津波注意法発令のため不通となっていた。何
とかたどりついた熊本の研究会場で、鹿児島の同僚
医師達から動き出したDMATの情報等が断片的に
入る。その夜は、ホテルでテレビを見ながら今すぐ
にでも現地に入り何かしなければ（恐らく全国多く
の本学卒業生がそう思ったように）と気持ちばかり
焦った。
（震災支援プロジェクトへの参加）
　単独で赴くのも足手まといになるだけであろう。
組織的な動きの中に参加しなければと模索していた
が時間ばかり過ぎた。そんな中同窓会のプロジェク
ト参加募集のメールがありすぐにエントリー、幸い
第１陣のチームメンバーに指名された。急な事で
あったが、勤務する霧島市立医師会医療センターの
同僚達も快く承諾していただいたことを感謝した
い。
（気仙沼市避難所の支援）
　3月20日、私は先に活動を行っていたプライマリ
ケア学会（PC学会）メンバーとともに、気仙沼市
の避難所、総合体育館（K-WAVE）で活動を開始し
た。未だ急性期、1800人の被災者を抱えていた。

日中は様々な医療チームが訪れたが、17時以後は一
斉に撤収する。被災され、避難所の医療を担ってこ
られた志田整形外科、志田医師が3月19日より不在
となり、夜間は無医状態となる。夜間の診療需要も
多く、私は数日避難所に泊り込み活動した。被災者
でもある避難所の医療職員のストレス、負担軽減を
めざした。医療職員の若い女性の中の一人は、自宅
もすべて津波で流され着替えもなく、入浴もできず
震災後ずっと避難所の仕事に従事、夜間の疾病者発
生時にも一々対応するという状況におかれていた。
まずは、疾病者への対応、現場の問題は支援医療者
で解決するようにし、避難所職員と相談を重ね、報
告、命令系統を整理した。24時間交代で支援を行っ
ていた静岡市の看護チーム、キャンナス（看護師の
ボランティア団体）のメンバーとともに支援側の勤
務シフトなどを検討、出入りする医療者との橋渡
し、医療者間のミーティングなどを開催し、混沌と
した状況からある程度の仕組みづくりができたと思
う。短い期間であったが、「黒子に徹する」支援の
一旦が担えていれば幸いである。被災者も徐々に避
難所を離れ、また3月25日に志田医師も避難所に復
帰し中心メンバーとなられた。現場の仕組みも軌道
にのりつつあり、今後の活動継続はPC学会が引き
続き行うこととなったため、同窓会としての当地で
の活動は終了した。
（支援プロジェクトを通して）
　霧島市立医師会医療センターからは秋田21期の
肱黒薫医師もプロジェクトに参加した。逐一報告さ
れる後続メンバーの熱い活動に、多くの感銘を受け
た。被災地支援への意識の高い卒業生達を先頭に
たって取りまとめられた尾身茂先生、絶やす事無く
質の高いマネージメントを維持された石川鎮清先生
はじめ事務局の方々に敬意を表するとともに、心か
ら感謝申し上げたい。

鹿児島県　第13期　三　阪　高　春

東日本大震災の衝撃と支援プロジェクトへの参加
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　2011年（平成23年）3/11のあの時、私は集中治
療室にいた。
　私のいる静岡では震度4でさして驚くほどの大き
さではなかったが、救急外来に降りた私がテレビで
見たのは東北各地が津波にのまれる映像であった。
しかし不思議と犠牲者の詳細に関する情報はなく、
不気味に静かな一夜を過ごした。
　翌3/12、尾身先生（東京1期）から医療支援の参
加者を募るメール第一報が届いた。自分も何かしな
くてはならないという思いと、自分に何ができるだ
ろうかという迷いが交錯した。3/13には既に多数の
卒業生が手を挙げたという続報が届いた。私も3/14
に参加希望のメールを送ったが、まさか自分が医療
支援第1陣に参加することになるとは思ってもいな
かった。
　3/17昼過ぎに自治医科大学の神田先生（新潟22
期）から「明日から来られますか」という電話が入
り、私の運命が一変した。現地で何をすればいいか
の情報が全くない中で災害医療未経験者の自分が行
くことには大きな不安を感じたが、とにかく現地で
何をすればいいかの報告を持って無事に帰ってくる
ことが私の任務なのだと自分に言い聞かせて、3/20
にヘリで被災地に向かった。
　藤沢町民病院で第0.5陣の森田先生（香川20期）
から被災地の情勢を聞き、最も被害の激しい地域の
一つである南三陸町に行くことを志願した。当日町
内に入ったのは夜であったためがれきは暗くてよく
見えなかったが、避難所であるベイサイドアリーナ
に着くと遺体安置所の独特の臭い、山積みの支援物
資、多くの避難者や町職員などでごった返してお
り、異様な雰囲気に包まれていた。その中にいたの
が、周囲にてきぱきと指示を出し続ける西澤先生

（宮城20期）であった。
　町内では既に20近いDMATや国際医療支援専門
のNGO,NPOなどが支援活動を開始しており、それ
に比して私は医師一人で薬もなく診療で役に立てる
ことはほとんどなかった。が、かわりに私に与えら
れたのは各医療支援チームの連絡調整業務、「医療

統括本部」の仕事であった。外から心配された医薬
品や診療器具などの不足は支援チームの持ち込み等
によって既に充足に向かっていたが、携帯電話すら
通じない状況下で誰もが情報を伝達・把握すること
が困難になっており、町内の医療情報を集約・発信
する部署が必要とされたのである。私と一緒に町内
に入った菅野先生（宮城28期）の発案により、必
要な情報は毎朝各医療支援チームに集まっていただ
き、一括して伝えるようにした。
　しばらくして、主な情報は（1）外部からの新た
な支援の申し出・問い合わせ、（2）避難所によって
まだ不足している物品・薬剤情報、（3）感染症等の
要注意患者情報に分類できることが何となくわかっ
てきた。このうち（1）の対外的なことは西澤先生
に対応をお願いしたが、（2）と（3）は普段の病院
での仕事に近く、他の支援チームの方々や保健師さ
ん達と協力して徐々に対応できるようになった。予
想していた津波そのものによる外傷や津波肺等でな
く通常の外来・救急診療で対応可能な疾患が大半で
あったのも対応し易かった理由だが、中には震災後
一言も口をきかなくなった中学生のように震災なら
ではの受診患者も少数ながら存在した。一方、深部
静脈血栓症、感染症、高齢者のADL低下などは保
健師などによる対策・監視体制がとられたおかげ
で、予想ほど大きな問題にはならなかった。
　第1陣の時にはほんの少し仕事を覚えた頃に、さ
してお役にも立てないまま3/27に被災地を後にした
が、その後も第6陣（4/22～30）、第14陣（6/17～
25）の二度同地での医療支援に参加させて頂いた。
第6陣ではコーディネーターの伊東先生（高知11期）
や宇野先生（千葉10期）などのご厚意により、ほぼ
全日程をベイサイドアリーナでの仕事に専念させて
頂き、また途中のフリータイムで南三陸町内各地の
被害状況や避難所の状況を見て回る時間を頂いた。
実際に自分の目で見ないと分からない事も多く、そ
の後の仕事に大変参考になった。
　この時は第2～5陣の先生方の尽力により医療統
括本部の仕事内容がマニュアルに整備されており、

千葉県　第21期　牧　　　信　行

東日本大震災医療支援に三度参加して
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が、私達が被災地に行ったことの本当の意味なので
はないかと思う。
　言うまでもなく、震災からの復興は緒についたば
かりである。まだ医療の恩恵が十分に届いていない
被災地もあり、今こうしてまとめのようなことを書
くことは心苦しく思う。ただ、被災地で得たこと、
学んだことを生かしながら、これからもそれぞれが
置かれた立場で自分の出来ることをしていくこと
が、結果として日本全体の復興につながっていけば
と思う。
　お世話になった皆様、ありがとうございました。

公立志津川病院よねやま病棟スタッフと

医療支援も長期のチームがそれぞれ固定した地域を
担当しており、毎日割り振りを考える必要性もほぼ
なかった。その代り被災地での医療は亜急性期に
入っており、地元の医療の自立のためには各避難所
の医療支援チームに順次撤退して頂いて仮設診療所
での診療に引き継いでいかなければならなかった。
医療支援は始めるより終わらせる方が難しく、当初
は避難者などの不安・不満の声もあったが、それで
もこのステップが必要と信じる西澤先生の姿勢を、
間近で見届けさせて頂いた。
　第14陣では、医療支援チーム撤退，医療統括本
部解散，公立南三陸診療所と隣の登米市内での公立
志津川病院よねやま病棟の診療再開と情勢が大きく
変わっており、私たちの支援内容もこれらの医療施
設での実際の診療活動にシフトしていた。疾患と
しては脳梗塞後遺症，肺炎，心不全などのcommon	
diseaseが多く、一見すると震災による影響のない
普通のプライマリケアと変わらないように見えた。
しかし、患者さんの話をじっくり聞いてみると、十
分に歩けない夫を引っ張り上げて山に逃れた白内
障の妻，津波の際に病院5階から自衛隊のヘリコプ
ターで救出され、山形の病院まで転院した後によね
やま病棟に戻ってきた寝たきりの方，今も人力で毎
日がれきを片付けている通院患者さんなど、みんな
それぞれの形で震災を体験した生々しい話をいくつ
も聞けた。病院スタッフの皆さんも、自らも被災し
ながら自衛隊に救出されるまで、またその後の避難
所や診療所・病棟でも、必死で患者さん達を助け続
けている。そんな方達と一緒にいて、仕事を手伝わ
せて頂いたことを、私は一生忘れない（写真）。
　最初は雪が降っていた被災地も、4月には桜が咲
き、6月下旬には30℃を超える猛暑となった。そん
な季節の移り変わりとともに、最初はガソリン不足
で車も重機も動いていなかったのが、徐々にがれき
は撤去されていき、その合間で仮設のガソリンスタ
ンドやコンビニなどが営業するようになり、被災者
は避難所から仮設住宅に移っていった。時期を経て
被災地が少しずつ着実に復興していく様を見届ける
たび、支援に来たはずの私達は逆にどれほど勇気づ
けられ、多くのことを学ばせて頂いているのだろう
と思う。そして、もとは見ず知らずだった同窓会の
派遣メンバー同士はもとより、後方より支援してく
ださった皆様、そして現地で知り合えた数多くの皆
様。たくさんの人達の心が「つながって」いくこと
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　はじめに、この度の東北地方太平洋沖地震で被災
されました皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。
　私は、東日本大震災の津波被災地の一つである宮
城県南三陸町に3/20から3/27にかけて自治医大同窓
会の派遣で支援活動を行ってきました。
　南三陸町は今回の津波で壊滅的な被害をうけた市
町村の一つで、役場や病院（写真1）を含め市街地
のほとんどが津波に飲まれ機能しない状態になって
います。南三陸町民1万8千人のうち8千人は死亡ま
たは行方不明であり、約1万人もの方が大小40か所
以上の避難所や損壊を免れた民家に避難していまし
た。
　避難所の中でも避難者数約1500人と最大規模で
あるベイサイドアリーナ（写真2）という避難所で
の医療支援にかかわりましたが、報道だけでは知る
ことのできない多くの経験をさせていただきまし
た。
　震災から約2週間経過したにもかかわらず、各避
難所で水道、電気、ガスなどのライフラインは復
旧のめどもたたず、携帯電話での連絡も3/23になり
やっと一部で復旧したのみでした。
　避難所にいる住民の方々は、冷たい床にダンボー
ルで風よけを作り、救援物資の毛布を何枚も重ねて
じっと寒さに耐えている状態でした（写真3）。風邪
症状で救護所を受診する患者さんも少しずつ増加し
ており、避難所の多くの場所でひどい咳が聞かれる
ようになってきました。マスクは比較的使用されて
いる方が多かったですが、有症状の方にはさらなる
マスク使用の徹底が望まれると思いました。
　また、多くの支援物資のおかげで医薬品や食料、
飲料水は比較的潤沢に供給されるようになってきま
したが、上下水道が全く機能していない状態です。
トイレは外に建てられた仮設トイレで、もちろん水
洗ではなく、手洗い用の水もないため手指消毒用ア
ルコールがトイレ出入口に設置されていました（写
真4）。しかし夜ともなると気温は零下になるため、
寒さのためか排泄後も手指消毒用アルコールを使用
しない方も散見されました。

　被災当初から手洗いや歯磨き、うがいに使用でき
る水が供給できていないため、震災から2週間が経
過し衛生面の問題が顕在化してきているのを感じま
した。入浴は自衛隊が仮設浴場を設置してくれたた
め3/22頃からやっと週1,2回は入浴が可能となりま
した。
　病院内でも日常生活でも感染制御の基本は手洗い
ですが、手洗いが徹底できない現状では、経口感染
で伝播する感染性腸炎や飛沫感染で伝播するインフ
ルエンザやマイコプラズマ、百日咳などの感染症は
一度避難所内で発生すると蔓延を食い止めるのは避
難所生活を考えると困難であろうと思われました。
私の活動中にも実際にインフルエンザA型確定例が
2例、疑い例が5例ほど出ており、適切な対策がな
されなければアウトブレイクも十分あり得る状況で
あったと思います。
　また採血やレントゲンなどの検査が十分に行えな
い中、最も発症が危惧されるのが結核でした。体力
の弱った老人や子供も多く、空気感染で容易に広が
るため診断がつかないまま避難生活を続けていると
多くの結核患者が発生する恐れがあります。幸いな
ことにその後の報告を見ても、結核のアウトブレイ
クは見られなかったそうです。
　感染制御の面から考えても、インフラの整わない
現状の避難所で長期にわたり避難生活を続けること
は非常にリスクが高く、早期に少人数単位の居室が
用意できる避難所への移転が強く望まれると感じま
した。

群馬県　第24期　濱　口　重　人

東北地方太平洋沖地震の医療支援活動に参加して
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　2011年（平成23年）3月11日午後2時46分、私は
勤務する病院を出て、東京都内の品川駅のホームに
立っていた。電車が駅構内に入ってきたところで、
いつもより揺れるなと感じたが、それが生まれて初
めて体験する巨大な地震の揺れであると気づくの
に、時間は要しなかった。次の瞬間、駅構内は停電
し、電車は一部がホームにさしかかった状態で停止
して、動き出すことはなかった。
　即刻病院に戻り、機能が正常であることを確認し
た。しかしその時、テレビの画面に映っていたの
は、仙台市内を内陸に走っていく巨大な津波であっ
た。
　この瞬間、1995年（平成7年）1月17日早朝、ICU
のテレビで見た阪神淡路大震災直後の火災の映像が
よみがえった。神戸、明石、カワサキ重工、と思考
が連鎖し、自分ならバイクで行けると思いながら、
その時は踏み出せなかった。以後、折に触れて私は
後悔してきた。二度とそんな思いはしたくないと感
じ、翌日、自治医科大学医学部同窓会からの支援の
呼びかけに、迷わず手を挙げたのであった。
　私は、第１陣として愛知県25期の宮道亮輔と、
岩手県立釜石病院の支援に参加することとなった。
3月19日、都内のホテルで顔合わせをし、宿泊、20
日朝、地域医療振興協会の協力によりチャーターさ
れたヘリコプターで、現地に向かった。
　午後、岩手県立釜石病院に到着した。院長らにお
出迎えいただき、その後業務の説明を受けた。病院
は建物に耐震基準を満たしていない部分があり、入
院診療は大きく制限され、手術もできない状況で
あった。このため業務内容は、日中の病院ERでの
診療補助および避難所の巡回診療、夜間当直のセカ
ンドコールであった。宿泊には院内の当直室を提供
していただいた。
　院内業務に関しては、到着時、既に、県立医大、
県立中央病院からの支援が機能していた。また、病
院スタッフも、疲労を微塵も見せずに業務に当たっ
ていた。日中、私の専門領域である循環器疾患につ
いては診療を求められることがあったが、それ以外

は彼らの中で完結することが多く、病院事務スタッ
フの吐血も、事後に聞いた。その中にどう関わって
いくか、戸惑っているうちに支援が終わってしまっ
た印象が強い。
　避難所巡回は、約10ヶ所の避難所を午前午後に
分け、宮道と交代で巡回した。疾患は、被災前から
の慢性疾患、被災後の上気道感染、胃腸炎が主体
であったが、余震の際に不安に陥る、PTSDの症状
を訴える患者も出始めていた。余震は、地形のため
か、揺れは小さくても大きな地鳴りを伴っており、
そのたびに生じる被災者の不安は想像に難くなかっ
た。当初、診療の記録はその場での看護師の記載に
任せていた。その後、診療した患者が病院を受診す
ることが多くなり、院内カルテとの連携が必要と感
じるようになった。支援終了間際に、避難所から病
院を受診した患者の申し送りを、巡回担当看護師に
行うように依頼した。医師としてカルテ記載を連携
させることは、第２陣にその必要性を申し送って終
わった。
　1週間の支援期間で私がなしえたことは心もとな
いが、続く者が引き継ぎ、大きく発展させてくれた
ことは心強かった。このような機会を与えてくれた
本学医学部同窓会、地域医療振興協会、不安を感じ
ながらも送り出してくれた家族に感謝する。

ヘリコプターから見た岩手県立釜石病院

神奈川県　第８期　濵　田　俊　之

東日本大震災支援プロジェクトと私
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　「そのうち地震が来る。」幼少の頃より繰り返し言
われて育った我々愛知県民は、静岡県民ほどではな
いにしろ地震対策を考えながら生きてきた。私個
人としても、日常診療の傍ら日本DMAT（Disaster	
Medical	Assistance	Team：災害派遣医療チーム）
研修を受講したり、DMAT研修のインストラクター
をしたり、病院や県の災害訓練の企画や運営をした
りなど、災害への準備をしてきたつもりである。そ
んな中、3月11日に東日本大震災が発災した。現場
の大変さはテレビ映像を通して痛いほど伝わって
きた。3月12日に尾身先生卒後指導部長（東京1期）
の呼びかけに応えて派遣を希望。3月17日に派遣が
決まり、3月19日には荷物をまとめて上京した。自
治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクト

（以下、JMU	RED	SP）の第1陣との事であった。
19日夜には尾身先生や三澤同窓会会長代理（長野1
期）らに送別会を開いていただき、翌20日には地域
医療振興協会のご厚意で、ヘリコプターで釜石入り
した。ヘリから見下ろす三陸のリアス式海岸は昔地
図帳で見たとおりであったが、津波の被災地はテレ
ビ映像のどおりの廃墟であったのが印象的だった。
　釜石市では岩手県立釜石病院（以下、釜石病院）
の指揮下に入り、活動を行った。釜石病院は遠藤院
長（岩手1期）の強力なリーダーシップの下、職員
が一丸となって病院機能を維持していた。発災から
1週間が経過し、病院では電気と水道は復旧してい
たとはいえ、ガスの復旧の目途は立っておらず、医
師の多くは病院に泊まり込んでいた。私は、同じく
釜石チームの第1陣として派遣された濵田先生（神
奈川8期）と一緒に、遠藤先生や吉田副院長（岩手
7期）の指示で、当時20か所程度あった避難所の巡
回診療やER業務を行った。今考えると、被災者の
方々は発災後の興奮が残っていたためか、まだ精神
的/心気的な訴えは少なかった。私は暗中模索無我
夢中で対応を行わせていただいた。釜石病院の先生
方や、濵田先生にとても助けられたことを覚えてい
る。また、同期の藤井先生（岩手25期）や後輩の
佐藤先生（岩手26期）と旧交を温めることができ

たのも力となった。支援に行ったはずなのに、助け
られてばかりであった。自己完結型の活動を目指し
て8日分の食料を持参したが、ありがたいことに釜
石病院では病院食を分けていただき、温かいご飯に
ありつけた。カレーライスの匂いが漂ってくるとテ
ンションが上がる経験も共有させていただいた。ご
馳走になった代わりに、私が持参した夏蜜柑やうな
ぎパイ、食べるラー油などを病院に寄付させていた
だいた。皆で同じ釜のご飯を食べ、夜遅くまで語り
合った経験は、学生時代を思い出させた。
　人とのつながりが力を生むことを痛感し、帰還後
はYahoo!®	Japanの無料サービスであるグループ機
能を利用して派遣メンバーの支援を行った。被災地
や本部の先生方、派遣が決まった先生方をメンバー
としてグループを作成した。Eメールや、ウェブ上
で資料を共有できるブリーフケース等で情報交換を
行う環境を構築した。10月31日現在で1,446件のメー
ルがやり取りされ、災害時や緊急時に重要性が増す
情報を交換するための補助となったと感じている。
　また、後方支援の一環として、震災支援者のス
トレスについての調査を行った。JMU	RED	SPの
派遣者全員を対象に、派遣後約4週間と約8週間の
時点で改訂出来事インパクト尺度（IES-R,22個の質
問項目,0-66点で評価:	J	Nerv	Ment	Dis	190:175-182,	
2002）などを用いて支援後のストレスを調査した。
点数の高い人には、本部を通したサポート体制を
用意し、自治医科大学倫理委員会の承認を得た。
10月31日現在で派遣者の65.2%から回答が得られ
た。派遣後4週間の時点では、IES-Rは平均±2SD：
4.5±12.4点であり、PTSDの高危険者をスクリーニ
ングするために有用なカットオフ値と言われる25
点を超えた人は一人もいなかった。支援後8週での
IES-Rは平均±2SD：2.6±6.4点であり、4週の時点
と比較して有意に点数が低下していた（p=0.02）。
また、釜石チームと登米・南三陸チームとの間で
は、IES-Rの点数の有意な差を認めなかった。自治
医科大学卒業生の逞しさを垣間見た気がした。
　遠藤先生ら現場スタッフの負担を軽くするのが派

愛知県　第25期　宮　道　亮　輔

現場支援とIT支援と支援後ストレス調査
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3月27日 釜石病院での記念撮影。左から石黒先生、
吉田副院長、濵田先生、宮道、遠藤院長

3月27日 第1陣帰還時の集合写真

遣の目的の一つであったが、むしろ現場のスタッフ
に助けられ活動を終えられたというのが私の真実で
あった。また、後方支援してくださった石川先生

（福岡12期）ら本部の方々や、一緒に活動してくれ
た濵田先生らのおかげで活動を行えたと心から感じ
た。さらには、医師不足の中で派遣を許可してく
れ、しかも突然決まった派遣を出張にしてくれた新
城市民病院や、一部の医師の冷たい視線を受けなが
らも私の留守を上手く守ってくれた横田先生（愛知
30期）、子供3人を抱えながらも温かく送り出して
くれた妻には感謝してもしきれない。
　これまで自分なりに災害の勉強をしたつもりで
あったが、実際の災害現場の一部を経験させていた
だき、机上学習の浅さを痛感した。来る東海・東南
海地震への教訓として、今後も災害への準備を続け
ていきたい。
　東海地震の際には、皆さまご支援のほどよろしく
お願いします。

3月19日 出発前夜

3月20日 先発隊との合流
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　自治医大医学部同窓会被災地支援プロジェクト本
部から被災地支援に関する報告書の執筆依頼が来た
時、時の過ぎる早さに驚いたのは自分だけではない
だろう。大学を卒業したのが1981年なので卒後30
年が過ぎてしまった。邯鄲の夢というには早すぎる
気もするが、卒業以来今まで日常業務に追いまくら
れてきた。
　今回、私の東日本大震災医療支援活動への参加
は、1期生の尾身先生らの呼びかけで発足した自治
医大卒業生同窓会を通じての参加である。自治医大
関係でも別に自治医大自身のルート、社団のルート
があった。医師会、学会、他大学などさまざまな
ルートがあるので自治医大卒医の参加人数はかなり
の数に上ると思われる。被害にあった地域は非常に
広く、また自分が参加したのも延べ9日にすぎず、
ごく限られた地域しかみてないので個人的な経験談
中心で全体を俯瞰していない点は御容赦願いたい。
　私は現在、豊橋市の民間病院に勤務している。地
域密着型の急性期病院として院長業務をこなしつつ
外科診療を行っている。やりがいはあるが正直大変
だ。民間病院なので黒字経営を目指さないといけな
い。“No	Margin,	No	Mission”どんなに高邁な理想
を掲げても利益がでなくては経営は成り立たない。
月刊“地域医学”はあまり読まないが学生の頃教え
を受けた先生のインタビューは別だ。尊敬していた
細田教授（ご健在で嬉しかった）がインタビューで

“診療部長か院長になりなさい。自分の専門技術を
充分に利用しながらジェネラリストとして生きなさ
い”と言われたのを読んで、まさに今の自分の立場
がそれであるので励まされた気がした。
　大震災からまもなく同窓会メールで震災支援参加
の呼びかけがあった。迷わず即、参加を決断した。
第２陣の参加で本部から連絡がきた。院長業務、オ
ペ、外来など代理を立てて準備した。自分がいなけ
れば組織が回らないだろうなどと思っているのは当
人だけだ。自分などいなくとも何事もなかったか
のように過ぎていく。自立支援なので1週間分の食
料、水分持参。寝袋も持参という連絡がきた。寝る

場所は零下になるとあった。状況が良くわからない
まま言われるように準備した。幸い、院内にアウト
ドアに詳しい奴がいて手伝ってくれた。寝袋で寝た
ことなどなかったので実際板の間で寝てみた。オペ
でもそうだがsimulationは大事だ。－８度まで大丈
夫とあったが寒い。ヒートテックを重ね着すれば大
丈夫だ。愚息は学生時代、開発途上国の障害児の支
援活動で寝袋生活の経験がある。家内曰く ｢“50過
ぎのオヤジが支援活動をすることがどういうことか
分かっているのか？”と言ってたわよ。｣　さて食料
もカップラーメン、携帯食等、水も２リットルペッ
トボトル8本くらい準備した。電気やガスも分から
ないので携帯燃料まで準備した。更に支援に必要と
思われる薬、手袋、ガウン、コンプレッセン、消毒
薬など大量の荷物になった。自治医大までたどりつ
くまでが大変であった。母校も卒業以来20数年ぶり
で全く今浦島であった。出発する前に中尾学長退官
記念誌“忘己利他”をみた。これは最澄の“己を忘
れて他を利するは慈悲の極みなり”に拠る。現地へ
出発前日、学生寮に泊まったが、そこにも中尾学長
の“忘己利他”の額が飾ってあり、感慨深かった。
Servant	 leadershipの本質は自己犠牲で意味するこ
とは同じだ。
　第2陣のメンバーをみると自分以外は10期、17
期、22期、25期、27期と自分より20年以上若い先
生が多かった。身分は病院勤務医、診療所医師、大
学院生などさまざまであるが、参加した思いは同じ
だ。この地で教育を受けた自治医大卒業生のDNA
がこの機会に発現したのだ。2名が女医さんであっ
た。出発は自治医大からヘリで藤沢町にはいり車で
現地入りした。私の配属先は南三陸町を後方支援す
る登米市にある豊里病院であった。車で15分くらい
の津山診療所での外来が私の仕事場であった。1週
間ここで全力を尽くそうと誓った。本部も私のよう
なロートルは前線のベイサイドアリーナでの勤務は
無理だと判断したようだ。結果的に寝袋訓練の成果
を生かす機会はなかった。宿泊所も豊里病院の患者
家族控え室で津向先生（福井）と一緒に１週間過ご

愛知県　第４期　金　子　哲　也

東日本大震災医療支援に参加して　（雑感　―自治医大DNAと忘己利他―）
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に日本近郊で支援の許可が下りるのを待っていたと
いうことであった。ハイチでは翌日から支援活動を
開始したとのことだったので、今後の超法規的支援
のあり方に課題を残したと思われる。しかし回りを
敵に囲まれて戦争ばかりしている国は危機管理とい
う点で医療支援を含め見習う点が多々ある。
　途中、“原田甲斐の墓”という看板が目に入った。

“樅の木は残った”は好きな小説のひとつだ。夜、
岩手と宮城の同級生の谷藤君、大谷女史、木村君に
会った。予定時間を2時間以上すぎても現れないし
事故にても会ったのか（この時期震度5くらいの余
震は頻回にあった）と心配した。遅い時間に彼らは
現れた。木村君いわく“まさかお前が来るとは思わ
なかったよ”。木村君の実家も被害にあわれ、中尾
学長から表彰された“学長賞？”の記念が流された
のを悔やんでいた。大谷女史の会話に東北なまりが
混じり卒後30年の歳月を感じた。“次は東南海地震
で助けてもらうのはこっちだ。杖ついて支援にきて
くれよ”といって別れた。いつの日かまた南三陸町
を訪れ穏やかな海を見て原田甲斐の墓を訪れたいと
思う。
　

　

した。彼は学生時代ワンゲル部で福井から車でかけ
つけ非常に行動力のある先生であった。病院食もで
たし食事は問題なかった。風呂は当直室のシャワー
を3日に1回くらい使わしてもらった。津山診療所
では30名くらい患者さんを診察した。地元で被災
者でない方と避難所の患者さんが半々であった。す
でにかなりの薬は救援物資として届いていたが感冒
薬など足りない分もあり持参した薬が役立ったこと
もあった。避難所には当時350人くらいの被災者が
生活しており、食堂、厨房などかなり整然と暮らし
ているようであった。それでも寝るスペースなど限
られており夜などつらいであろうことは容易に推察
された。しかし避難所の方は“夜は寝られます”と
言われる方が多く、東北人の我慢強さに頭が下がっ
たがそれは“自分よりつらい人がまだいるのに自分
が寝られないなどといっては申し訳ない”という謙
譲の裏返しなのだ。昼食も弁当が届いたので持参し
た携帯食料はあまり必要ではなかった。しかしこの
診療所は当面支援するということだったので、毎日
食料を運び込んだ。
　最終日に前線のベイサイドアリーナにでかけた。
津波の被害は筆舌に尽くしがたく原爆でも落ちたか
のようであった。自治医大卒医が頑張っている志津
川病院もみたが4階まで津波でさらわれたそうだ。
菅野先生（宮城28期）は丁度病院にいて被害に会わ
れ患者の救命に尽くされた。近くにエコーのプロー
ブが転がっていた。南三陸町の地形はすり鉢状に
なっており高台に住んでいる方は何の被害もなく、
逆に川沿いの住民はかなり奥（10kmくらいか？）
まで被害が及びまさかここまではこないだろうとい
う山に近いところまで津波が押し寄せていた。しか
し訪れた時は早春の穏やかな天気で海は静かで何事
のなかったかのようであったのが印象的であった。
本当に津波さえこなければ穏やかな漁村であったこ
とが偲ばれた。後に自分の病院に南三陸町出身の看
護師が勤務していることを知り偶然とはいえ何かの
縁を感じた。
　この時期最も活躍していたのは自衛隊員だ。寸断
された橋を渡し、避難所の水、食料を届けるなど救
援活動をしていた。私の病院の職員で元自衛隊員の
方がいて有給休暇をとって支援に参加されていた。
イスラエル軍の支援による診療所も行ってみたが、
既に震災から２週間が経過しており開店休業に近
い状態であった。震災からかなり早い時期（2,3日）
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はじめに
　私は、当プロジェクトが開始された初期にコー
ディネーターとして活動した。期間は変則的で、1
陣の終了前に現地に入り、2陣を経て3陣が活動を
開始した後に本学へ移動、その後本部業務にも担当
した。計16日間の活動であった。
　私が行った支援活動の内容と支援活動を通して私
が感じた事を、当時を振り返り報告する。
活動報告
　私は1陣から2陣に交代する2日前の3/25に独り現
地入りした。この当時は藤沢町民病院を前線基地と
していた。コーディネーターの役割は、現地の各医
療機関や避難所から情報を収集し、本部と情報交換
しつつ効率的な支援が出来る様に派遣先を検討した
り、各派遣先で安心して活動できる様にサポートす
ることである。また、この時期は移動用の車両も限
られており、交代に伴うメンバーの送迎も仕事の一
つであった。
　3/26　上沼診療所佐々木先生の案内で現地を視察
しつつ、第1陣を回収し前線基地に集合した。第1
陣より各派遣先の情報を収集して第2陣の派遣先を
検討した。ここでベイサイドアリーナ西澤先生のサ
ポートと、避難所や仮設住宅への移動に伴う患者増
が予想される豊里病院、米谷病院、津山診療所への
派遣を継続する事、気仙沼K-WAVEはプライマリー
ケア連合学会チームへ引き継ぐ事を決めた。
　3/27　第1陣を見送り、第2陣を受け入れた。オリ
エンテーションの後に各派遣先へ送り届け、第2陣
による支援開始となった。
　この1週間で状況は日々変化した。被災者が避難
先の医療機関へ通院を開始する時期となり、派遣先
の外来診療は混雑した。西澤先生は各医療部隊の指
揮統括で多忙を極めた。派遣先の選択に間違いは無
かったと感じられた。
　東北大学で研修となる予定だった菅野先生が再び
ベイサイドアリーナへ戻り、この機会を利用して西
澤先生が震災後初めて県庁を訪れて現状を報告し
た。その他、仮設住宅への入居が開始され、イスラ

エル医療団が入国し支援活動を開始した。津山診療
所を前線基地とする案が出たのもこの時期である。
　私は各病院や診療所、避難所を訪問して情報を収
集し、本部へも状況を報告しつつ第3陣以降の派遣
先を検討した。新たな派遣先の要望もあったが、第
3陣に関しては第2陣の派遣先を継続する事とした。
　4/2　第2陣を回収し前線基地に集合し見送った。
第3陣の到着を待ち、オリエンテーションの後に、
被災地を案内しつつ各派遣先へ案内し第3陣による
支援開始となった。その後、前線基地に戻り次期
コーディネーターに業務を引き継いだ。これで私の
現地における支援活動は終了となった。
　4/3　自走で栃木へ移動し、4/4より本部業務を担
当した。特別な業務は担当していないが、現地の状
況を本学の人達に直接、時間の制約無く伝える事が
出来た。残って良かったと感じた。
　4/8　は第4陣への交代の日であったが、前日夜の
余震の影響で高速道路が通行止めとなり、また停電
となり信号が機能しなくなったため大渋滞となっ
た。幸運にも携帯電話は使用可能であったため適時
連絡を取りつつ交代をサポート、大幅な遅れを伴っ
たが無事に交代を完了する事が出来た。
　4/9第3陣のデブリーフィングのサポートをもって
私の業務も終了し帰路に就いた。
当プロジェクトの特色
　私が考える、他の支援団体には無い特色として、
第一に「全て医師のみで長期的に支援した」という
点を挙げたい。通常であれば被災地に医師が単独で
乗り込んでも出来る事は限られている。実際、十分
な活動が出来ずに終了した事例もあると聞く。我々
は現地にコーディネーターを置いた。必然的にこの
役割も医師が担当する事になる。医師でなくても出
来る役割を医師が担う事になり一見無駄なように思
えるが、この結果として医療者の目で的確なニーズ
を拾い上げ効率的に活動できた。
　第二に「被災地からの移動により人口急増するで
あろう地域の医療機関を支援した」という点であ
る。これは避難所への直接の支援ではなく、また高

北海道　第15期　白　山　真　司

震災支援活動に参加して
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動している自分よりも残された者の方に負担が掛か
かるという事実である。それにも関わらず、快く送
り出し、暖かく迎えてくれた同僚や患者さん、そし
て妻に改めて感謝する。
追加（独り言）
　移動中の車内で聞いた「いきものがかり」の「帰
りたくなったよ」は一生忘れられない歌である。

2011年4月3日 上沼診療所佐々木先生と
（西澤先生や菅野先生はどこかに登場すると思った
ので、あえて佐々木先生を登場させてみた。彼の手
動アイドリングストップを是非体感して欲しい。）

次医療機関への支援とも異なる。これは現地の同窓
生とコンタクトを取り、情報を共有しつつ支援先を
選択した結果である。
　第三に「当初から6ヶ月という具体的な期間を掲
げた」という点である。これによりコーディネー
ターは長期的な展望で支援先を検討することが出
来、各個人も短期間ではあるが一連の計画の中で活
動する事が出来たと考える。また支援先の医療機関
に対しても「6ヶ月」という期間を示す事で、より
強力な信頼関係を築く事が出来たと確信している。
震災直後から集結した医療部隊の多くが2ヶ月程度
の期間で撤退した中で、予定どおり6ヶ月継続した
事を誇らしく思う。
支援者としてのモチベーション
　この時期の活動は、医師として震災支援のために
乗り込んだにもかかわらず、一部は医療以外の仕事
を担当、医師として活動した者も病院と診療所の外
来と当直業務を担当した。避難所におけるDMAT等
の医療集団に比べ「支援している」という実感が沸
きにくいと感じた。「意気込んで支援に来たのに拍
子抜けした状態」である。このため、支援者として
のモチベーションを保つのに苦心した。これは私と
しても予想外で、本部としても事前に周知しサポー
トしなければならないと思われた。
　車両での移動となった3陣では、現地入りした当
日に全員で南三陸町を訪れ、支援活動開始前に津波
被害地の現状を見る事にした。
支援する側が励まされ
　支援活動中は、日常の診療業務と比べても決して
忙しくはないが疲労が蓄積していった。また仲間は
居ても孤独であった。正直に話すと辛かった。途中
で帰りたくもなった。
　そんな時に、自らが被災者であるにも関わらず奮
闘している人達の姿を見て、励まされた。「自分の
方が彼らを助けに来たのに・・・」と反省し、自分
を奮い立たせることが出来た。
　私は、佐々木先生、西澤先生、菅野先生と接する
ことで力を貰い、任務を最後まで遂行する事が出来
たと考えている。彼らとは近い将来に杯を交わした
いと思っている。（もちろん、一緒に参加した仲間
や本部、そして藤沢町民病院の皆様のサポートも不
可欠であった。感謝している。）
最後に
　この活動を通じて最も強く感じた事は、現地で活
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　第2陣（3月27日～4月3日）、第24／25陣（8月30
日～9月5日）いずれも県立釜石病院での活動に参
加した。
　第2陣は発災から3週間目、ヘリコプターで現地
入りし、ガソリン不足はまだ深刻な時期であった。
救急外来のサポートおよび内陸への患者搬送と避難
所巡回を主業務として関わらせて頂いた。慢性疾患
の治療が既にニーズの主体となっていたが、被災に
よる特殊な生活環境と心理状況が背景にある点が疾
患の悪化要因にもなり得、対応には注意深い配慮を
要した。他の団体の引き揚げに伴い、釜石病院の担
当が1500人余りに増加した避難所では、慢性気管
支炎症状を有する方が目につき、救急症例では吐血
や脳出血、心不全の悪化や重度の肺炎合併例が目立
ち、ストレスによる低免疫や偏食による電解質異
常・脱水傾向が背景にあるものと思われた。
　避難所では明らかなPTSD症状を表出し始めた数
人の方に遭遇した。既に行政単位の心理支援チーム
も入っており、相当数の対象者に対して個人でのア
クションは無意味と考えた。一方、病院では被災し
た職員の方々がまだ会議室で生活しながら仕事を再
開しておられた。今後の釜石の医療を支えていただ
くために職員の方の心理支援に具体的な手段がない
かを考え、阪神大震災での後方支援の経験をお持ち
の聖路加看護大学名誉教授の木村先生にご相談をし
た。釜石病院の遠藤院長先生、吉田副院長先生のご
尽力もあり木村先生の直接支援が4月の中旬に実現
し、その後定期的に継続して頂いている。遠藤先生
が同窓会報の報告に一筆書かれていた成果を拝見
し、大変嬉しく思った。心理支援の問題は、その後
の各地の経緯を見ても非常に難しいと感じるが、長
く広域にわたって続けていく必要があるため、多角
的に多くの支援が継続することを望んでいる。
　第24／25陣では、都内から新幹線及び在来線で
移動した。8月中旬から病棟が再開され、手術も増
えた時期で、救急外来のサポートなど隙間の業務が
多かったが常勤の先生の負担軽減を念頭に置いた。
2陣で巡回や救急外来を共にしたスタッフの方と再

会でき、大槌の他にも沿岸部への視察が可能な空き
時間もあった。がれきは町から郊外へ撤去され、ヘ
リで降りた空き地には仮設住宅が並び、4月3日に遠
藤院長先生に案内していただいた大槌病院周辺では
雑草が茂り時間の流れを感じたが、釜石駅の海側で
はまだ堤防にタンカーが刺さり被害を受けた街並み
も廃墟のままであった。震災はまだ現実であること
を改めて思う一方、世間の情報との乖離を感じる。
　私が今回参加できたのは、発災当時種子島で同期
の伊瀬知先生と地域の総合医療に従事していたから
だと思っている。今回何もしない事は今までとこれ
からの自分達の人生に矛盾するという言葉が出て、
距離や元来の医師不足で参加を躊躇っていた部分は
払拭された。結果的に私が参加することになった
が、バックアップをくれた伊瀬知先生には大変感謝
している。その経過中に行政との方針の違いによ
り、二人とも種子島の医療から引き揚げるという事
態も並行して体験することになった。もとより医療
過疎であった東北地域における災害とその復旧に向
けての懸命な医療者たちの毎日の中で臨床の原点と
なる診療を共有できたこと。一方で、自分たちの地
域の医療崩壊をリアルタイムで垣間見て、その矛盾
に苦しんだ半年間でもあった。
　今回の参加で卒業生として臨床の原点に還る機会
を頂き、尾身先生はじめ本部の皆様方、県立釜石病
院の遠藤院長先生、吉田副院長先生はじめスタッフ
の先生方、コメディカルの皆様方には心よりの感謝
と敬意を送りたい。震災後の医療が抱える問題はま
だ渦中にありこれからも長い努力が必要であろうと
思われ、現地の皆さんの苦労は計り知れない。僅か
でも自分で可能な何等かの関わりを続け、今後もこ
のDNAを大切にして日々を生きたいと思う。	

佐賀県　第17期　小　出　佳代子 

県立釜石病院での３月と９月の経験



― 36 ―

　この度は、職場のご理解・ご協力、プロジェクト
の先生方のご苦労、家族の協力など条件とタイミン
グ整い、図らずも大変貴重な経験をさせていただい
たことに改めて心から感謝したい。
　当時の支援の詳細な内容については　別冊ER	
Magazine	2011,	 	vol.8		no.2	 ,	p261-266	で執筆させ
ていただいたため、現場で感じた感想を書かせてい
ただこうと思う。
　私が参加した第2陣（3/27～）の出発前は、被災
地の情報がほとんど入ってこず、現場は非常に大変
らしいが何が必要なのか分からないといった状況で
あった。漠然と災害医療＋救急を含めた通常診療＋
心のケアだろうかと考えつつも、自分が何に役に立
つのか正直不安で、とにかく現場ではゴミ拾いでも
なんでもする気持ちで支援に向かった。
　3/27	南三陸の実際の現場は、医療統括本部の西
澤先生を中心にすでに秩序だって物事が整理されつ
つあり、次々に生じる問題をその場その場で即座に
決定し処理されていることに大変驚くとともに、そ
の結果、医療は町の末端まで行き届いていた。しか
しガソリンがないため交通手段がなく避難所に医療
チームが駐在もしくは巡回診療を行っている段に
あった。医療行政はほぼ機能不全状態で医療統括本
部は南三陸の医療の采配から内外への対応まで一挙
におこなっており、自分も到着直後から、分からな
いなりにただ求めに応じて動く状況であった。その
中で西澤先生や菅野先生をはじめスタッフが都度温
かい声をかけて下さった。またロジスティックの
方々が非常に迅速に動いてくださったおかげで、決
定事項が即座に文章や図面となり、毎日リアルタイ
ムに南三陸で活動する支援チームへ情報として発信
され、ダイナミックに秩序と組織ができあがってい
くのを目の当たりにした。
　（尚、南三陸の状況を全国に向けてリアルタイム
に発信する時間は多忙な現場のスタッフにはほとん
どなく、支援チームの数を整理する時期に来ていた
が誤った情報から日々新たなチームが来られ、善意
が力にならず、かえって現場を混乱させるという状

況があった。こういった状況から外への情報発信の
重要性も痛感し、筆不精な私であったが必要に駆ら
れて支援直後にメーリングリストでリアルタイムに
発信したことがきっかけで上述の雑誌に執筆するこ
ととなった）
　大きな視点からは、南三陸の行政が壊滅的な被害
を受けた中、宮城県との調整やイスラエル軍医療団
との調整において、現場から離れられないほど多忙
な西澤先生と協力されたのは、多くの自治医大の先
生方であり、日ごろからもっていた行政のネット
ワークや専門分野の力を利用しながら実際に現場に
足を運んで調整するという普段から行っている、医
療以外の活動が今回の支援の大きな力となっていた
のではないかと思う。今まで地方にいると自治医科

広島県　第22期　原　田　和歌子

南三陸・登米地区支援から教えていただいたもの
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ということであり、そこで出会ったのは、疲れや悲
しみを越えた「そのにちにちをただ精一杯生きてい
る方々」であった。私自身は支援にきたつもりだっ
たが、実際にはその方々の温かい心づかいとパワー
に支えられて活動させていただいた。既存の枠や常
識を超えて、本来医療は何のためにあるかをそれぞ
れの医療者にそれぞれの形で問い、教えてくれたよ
うに思う。

大学は医療界ではマイナーな団体と感じていた自分
にとって、病院や大学の医局という組織や既存の医
療の常識の枠を超えて、日本全国という広いフィー
ルドで医療界のさまざまな分野に卒業生がおられる
ことを知り40年という時が作り上げた層の厚さを
感じた。そしてその根底に、少なくとも義務年限
中、地域ですごして地域の住民の方々から教えてい
ただいたもの、共通のspiritが流れていることを実
感する機会を得た。
　さて、南三陸では夜、志津川病院の女性スタッフ

（看護師、理学療法士など）とともに寝泊りさせて
いただいた。若い女性も皆、朝は6時に起床し、体
ふきタオルで顔をふき、仕事にいき避難所や民家を
精力的にまわられ、夜も体ふきタオルで顔と首筋を
ふきそのまま毛布の中で床についておられた。きい
てみると「日中は忙しすぎてお風呂に入れないから

（自衛隊風呂は当時もあったが）震災後2週間以上
入っていない、前は高い化粧水を使っていたのに、
いまは体ふきタオル一枚。なれるってこわいね」と
笑顔で話してくれた。また、あるスタッフは「多く
のスタッフが、ある者は親をなくし、ある者は子供
をなくしている。自分は2歳の子供がいるが、無事
だったのでおじいちゃんおばあちゃんに預けて仕事
している、震災後ほとんど会っていない」というこ
とだった。今回震災直後から感じていたことだった
が、私自身も子供がおり、みんなにみてもらって元
気で大きくなっていること、それだけで感謝だと改
めて感じた。
　このたび、現場で見えたものは、医師をはじめ、
看護師コメディカルの皆さんが、自ら被災されたに
もかかわらず地域の住民、そして被災地の復興をた
だ思い、自分のできることを精一杯されておられる
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　東日本大震災に際し「同じ日本人として、何とか
現場の力になりたい」と思っていたところ、本学同
窓会の支援プロジェクトにて派遣医師を募集してい
るのを目にし、すぐさま飛びついた。今にして思え
ば、勤務先のスタッフに対してかなり無理なお願い
をしてしまったが、様々な立場の方がご理解・ご協
力下さったおかげで現地に赴くことができたと、感
謝している。
　第2陣という、支援が始まったばかり、かつ被災
地の状況がかなり流動的に変化していた時期に活動
できたことは、非常に貴重な経験であった。以下に
活動の概要とその内容、および総括を述べる。
１．活動概要

　我々第2陣が派遣された震災発生3週間の
時点でDMATの多くは被災地から撤退してお
り、地元医療機関が亜急性～慢性期医療の対応
にあたっていた。派遣先の岩手県立釜石病院

（以下、県立釜石病院）は釜石市・大槌町の中
核医療機関であり、派遣医師の仕事は、現地医
療者の支援、および当時まだ多く存在した避難
所での巡回診療の二つであった。佐賀17期小
出医師と二人で仕事を分担し活動にあたった。

２．県立釜石病院での医療支援
　県立釜石病院は病床の多くが非耐震構造で
あったため、普段は可能な手術や重症患者管理
が不能であり、重症患者は内陸中核病院への搬
送を要した。防災ヘリおよび自衛隊搬送車両が
その任にあたり、我々はヘリ搬送の同乗管理を
分担した。また、救急外来での患者対応（日直
および当直業務）にも加わり、支援医師で日替
わり夜間対応にあたった。現地スタッフが身を
尽くして働き続けており、少しでもその負担を
軽減できるよう意識した。

３．避難所での巡回診療
　我々が巡回にあたったころに民間支援団体の
撤退、収容数の少なくなった避難所の統廃合も
あり、担当避難所数は流動的に変化した。
　医療ニーズが亜急性～慢性期に移行しつつあ

る状況を鑑み、A5版の手書き診療録を作成し
診療の継続性を図った。疾患としては規模の大
きい避難所での埃による気道症状が目立った。
またPTSDを呈する患者も散見され、多くの避
難所巡回を一度にこなす診療スタイルでは対応
が不可能であり、さらなる支援体制確立の検討
が必要と思われた。

４．総括
・現地医療者は現場の医療を支える医療者であ
ると同時に「被災者」でもあり、支援医師は現
地医療者の負担軽減のために果たせる役割は何
かを、常に考えて行動する（支援者自身が主役
の活動に陥らぬよう注意する）ことが重要と思
われた。
・医療支援の撤退の際には、その後の現地での
医療サービスがどのように引き継がれ展開され
るかを考慮せねばならず、支援活動の当初から

「引き際」をイメージした対応が肝要と思われ
た。
・現場のニーズに嗅覚を働かせ「最も役に立て
ること」を常に考えて実践する能力は、地域医
療の現場でこそ培われるものであり、本学卒業
生の優れた特性と思われた。そして同じ素因を
持つ本学卒業生が仕事を引き継ぐことで、メン
バーが交代しても損なわれることのない継続
性・発展性をもった支援活動が展開できたので
はないかと感じられた。
　最後なりましたが、被災地の一日も早い復興
を祈念いたします。

富山県　第25期　堀　川　慎二郎

釜石第２陣：活動報告
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　東日本大震災発災当日の3月11日は現在の勤務地
である千葉県多古町でも震度5強を観測した。直後
からの停電と液状化による建物の被害があり情報が
ほぼ得られない中での対応に追われたが、丸1日明
けて電力の供給も再開し各地の被害状況が入るにつ
れ東北の被害の大きさに、ただただ唖然。その後数
日は計画停電やガソリンの入手困難等々あったが
徐々に日常の診療に近づいていくにつれ、微力とは
言えある程度は被災地で役に立つスキルを持ちなが
ら自分は現状のまま何もしなくてもよいのか？なに
ができるのか？と自問自答の日々であった。そんな
中、同窓会からのメールマガジンで支援の呼びかけ
がありまさに渡りに船で参加させていただけること
となった。このプロジェクトがなければ自分は未だ
にあの時何もしなかったことを後悔しながら日々生
活していることであろう。機会を与えてくださった
プロジェクト本部の皆様や快く送り出してくれた職
場のスタッフには感謝し切れない程である。
　支援として第２陣（３月２６日～4月３日）に参
加し登米・南三陸地区で活動させていただいた。
　3月26日午前中の外来終了後、大学へ移動。ブ
リーフィングで会った他の参加者の方々は初対面の
方ばかりであったが、本学卒業生の特徴として県人
会、部活等をたどれば必ず共通の知人がいることも
あり卒業生同士のつながりを再確認できた。
　3月27日ヘリコプターにて藤沢町民病院へ移動。
夕方には登米市にある米谷病院にて夜間当直。米谷
病院では私が到着時には停電は解消していたものの
エレベーターは使用不可能な状態で入院があると人
力でストレッチャーを担ぎ上げる必要があった。
　3月28日～3月30日午前中まで米谷病院にて外来
業務。普段小児科医として働いているため内科外来
はほぼ4年ぶり。震災前からのかかりつけの方以外
の担当となり業務にあたった。主な対象は南三陸町
在住の方でこの時点で隣の登米市まで自力アクセス
可能な方々。問題はほぼ全員がかかりつけ医療機関
が被災で機能しておらず今までの病歴や内服状況な
ど不明になってしまっていた。薬識手帳があれば見

つけものでそれすらもない場合は「血圧の薬」、「糖
尿の薬」「血が固まりにくくなる薬」程度の情報で
処方をせざるを得ない方も大勢いらっしゃった。災
害でのカルテの消失は常にリスクがあることを考え
ると患者自身に治療内容をしっかり理解してもらう
事がリスク分散のためにも重要だと再認識した。
　3月30日午後より南三陸町へ移動。報道で何度も
名前を耳にし、TV越しには現場を見ているはずで
あったが実際の移動中の車窓から見えた景色は頭の
中のイメージを大きく越していた。南三陸では発災
直後から現場の指揮をとられていた本学卒業生の西
澤先生と菅野先生の補助でボランティア医療スタッ
フのマネージメントのお手伝いをさせて頂いた。参
加表明した頃には“避難所を回診して回るお仕事”
を想像していた訳であるが、実際の場ではマネージ
メント業務の大変さ、重要性が身に染み個人的には
こちらのほうが得るものが大きかった。
　善意で駆けつけてくれる全国の医療スタッフの多
さに感動するものの、全体としての統率をとる本部
業務にまでボランティアが必要という点まで意識で
きている団体は少数派であり（今回参加前の私自身
も同様）、今後の課題としては同じような大規模災
害が起こった場合のマネージメント業務をボラン
ティア頼みにならないような行政としてのシステム
作りは必要であろう。
　今回の支援では後方病院、マネージメント業務と
一般の医師には意識されにくいものの支援が確実に
必要な所に支援を行えた点で自治医科大学らしい支
援が行えたと考える。

千葉県　第26期　中　村　好　孝

震災支援を通じて
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　2011年（平成23年）4月3日から8日まで、自治医
科大学同窓会の支援チーム第3陣7名のうち、５名
が南三陸・登米地区へ、私と新里雅人先生（沖縄23
期）の2名が県立釜石病院に派遣された。第1陣、2
陣は地域医療振興協会のヘリコプターで現地入りし
たが、東北自動車道が開通し、現地での巡回診療等
に車が必要なため、第3陣からは本部がチャーター
した車を運転し、現地入りした。

県立釜石病院に到着

　県立釜石病院は、この地域の基幹病院であり、病
院長が1期生の遠藤秀彦先生、副院長が７期生の吉
田徹先生で、常勤医19名のうち7名が本学卒業生で
ある。病院は内陸部にあり津波の被災は無かったも
のの、壁が落ちるなどの被害があり、272床のうち
246床が使用できない状態だった。震災当初の停電
や通信手段が断たれた中、職員総動員で病院に泊ま
りこみ、入院患者さんの避難や後方病院への転送な
ど災害対策にご尽力された。
　私たちが滞在した頃は、病院では電気、水道、ガ
ス、電話は復旧し、ガソリンや食料の流通が何とか
始まったところだったが、まだまだ物資が不足して
いる時期であった。私たちの宿泊や食事は病院のご
好意に甘えさせていただき、たいへんありがたかっ
た。医局には７期生有志などから送られた、缶詰や
カップ麺、レトルトカレー、レトルトご飯などの非

常食が多数届いており、全国各地から応援する同窓
生の気持ちが伝わってきた。
　私たちは、第1陣、2陣が始めてくださった活動
を引き継ぎ、避難所の巡回診療と、夜間の救急当直
を担当した。
　巡回診療は2チームに分かれ（1チームは医師1
名、看護師2名、運転スタッフ1名の4名体制）、月
曜から土曜までの午前午後、19ヶ所、計1500人の
方が避難する学校や体育館、集会所を訪問し、診
察、処方、声かけなどを行った。釜石病院の小原眞
先生（15期）が巡回診療の統括をしてくださり、看
護師さんたちと一緒に巡回できたお陰で、地理や事
情に不案内な私たちがスムーズに活動することが出
来た。また、避難所の方達も、顔なじみの看護師さ
んや小原先生に会うと、とても安心していらっしゃ
る様子だった。当時は雪の降る寒い日もあり、避難
所ではストーブが焚かれ換気や加湿が不十分な環境
での集団避難生活は、ご家族や家をなくされた方々
にとって、たいへん過酷な状況だったことと思う。
1日60名前後の方を診察したが大半は咳などの感冒
症状で、その他、便秘、不眠、心配や不安などの症
状を話されており、環境整備などの感染症対策、
PTSD・不眠・ストレス対策、生活不活発病の予防
などが重要と思われた。また、地元の医療機関が診
療を開始し始めた時期のため、薬の処方は短期間と
し、できるだけ医療機関を受診していただくよう患
者さんにお願いした。
　夜間の救急当直は、救急患者は断らないという釜
石病院の日頃からの方針のため、救急車も多く、地
域住民から頼りにされている病院であると実感し
た。一晩に20名前後の患者さんを診療し、脳卒中、
心筋梗塞、心不全、吐血、外傷など、重症も多く忙
しい救急だったが、釜石病院の各科の先生方は、と
ても熱心でいつでも迅速にコンサルトに応じてくだ
さり、心強かった。入院ベッド数が限られているた
め、本来は自院で治療できる患者さんを搬送せざる
を得ない場面も多く、ご苦労されていた。

千葉県　第７期　鈴　木　孝　徳

釜石第３陣活動報告
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釜石病院第3陣最終日（医局にて）釜石病院のスタッフと共に巡回診療

　今回、同級生の吉田徹君に卒業後初めて会え、彼
が副院長として元気に活躍している姿は、とても頼
もしかった。そして、釜石病院のスタッフの方々
が、ご自身や身内の方が被災されながらも困難に立
ち向かい、熱意を持って積極的に頑張っておられる
姿に感銘を受けた。まだまだ大変な状況と思われる
が、健康に留意され、これからの復興を心から祈念
申し上げる。
　日本は災害の多い国であり、現在そして今後も発
生するかもしれない緊急事態に速やかに対応できる
よう、本学の全国ネットワークを生かし、支え合い
の精神を発揮できるような連絡網や体制づくりがま
すます充実することが期待される。またそれは、災
害時に限らず、日頃から、医師不足の地域医療を支
援する人の輪として機能すれば素晴らしいことであ
ろう。
　私はほんの一週間ほど参加させていただいた一卒
業生に過ぎないが、今回の支援プロジェクを振り返
ると、このプロジェクトを開始し、現地との調整を
し、関係機関と折衝し、当初の支援予定期間を継続
し、無事終了に導いた、対策本部の皆様や本学関係
者のご尽力があったからこそ実現した活動であった
と感じている。あらためて感謝申し上げたい。そし
て、お世話になった釜石病院や南三陸・登米地区の
皆様、派遣の期間中留守を守ってくれた自院のス
タッフ、関係する皆様に心から感謝申し上げたい。
ありがとうございました。今も被災地で困難な状況
の中で地域医療にご尽力されている皆様に、心から
の応援の気持ちをお送りしたい。
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　2008年から2010年の2年間、外務省の医務官とし
て東ティモール民主共和国に勤務した。あの3月11
日は帰国して1年にもみたないときのできごとであ
る。
　4月3日～8日の期間、同窓会震災支援の第3陣の
一員として宮城県に行った。活動地区は宮城県の登
米市津山というところの診療所であるが、津山に入
る前に岩手県側から南下して米谷を経由して南三陸
町に入った。報道で何度も見せられた、あの壊滅状
態になった町である。
　峠の山道が下りになった刹那、左右に異様なもの
があることに気がつく。まだ山の中なのに、津波で
押し流されてきた瓦礫だった。こんな山の中にまで
こんなものが押し流されている。
　瓦礫、と一言でいってしまうのは簡単だ。その中
にあるもの、形が認識できるものがもちろんある。
車、冷蔵庫、テレビなどどこの家庭にでもあるもの
だ。屋根、家の二階部分、がそのままの形で裏返し
になっているものもある。魚網や浮きのような漁に
使うものもある。だが、瓦礫はそれだけではないの
だ。瓦礫には、かつてその場所に人間が住み、人間
の営みがあった証拠がきざまれている。そこに生活
していたであろう人たちの、あるいは家族の、喜び
や楽しみや悲しみ、歩んできた時間が、瓦礫、とい
うものの中に埋もれている。いや、そういったもの
すべてが、いまや「瓦礫」というひとことで片付け
られてしまうものに変化してしまったということな
のだ。
　やがて視界が開ける。海がすぐそこだ。海と同じ
高さに、さえぎるものがなにもない。瓦礫のほか
は。
　一刻も早くここを通り過ぎてしまいたい、そんな
気持ちになったけれど、車を止めてその場所に立つ
ことにした。道路わきにはすでに固まり乾燥した海
からのヘドロがへばりついている。「何しにきたん
だ？」と言っている。
　目に入った光景は、まことに醜悪・陰惨・寒々し
い・・・筆舌に尽くしがたい・・・いやどうにも言

葉にならない。言葉をうしなうということはこうい
うことか。どのような形容詞を用いても、この場所
をうまく表現しきることはできないと思った。世界
でもっとも美しくない場所。この場所を創ったのは
自然なのだ。
　早く立ち去りたい。二度とこの場所に足を踏み入
れたくない。
　がしかし、なぜかここにはまた来なくてはならな
い、そんな確信が頭の中をよぎった。
　夕刻だった。もとショッピングモールだったらし
い建物に、漁で使う網とブイがへばりついていた。
傾いて山に隠れようとする夕日が建物を照らしてい
た。
　これは見たことのある光景。そう、ディリに初め
て到着したときに見た、サクラタワーを照らす夕
日。
　不思議な既視感。
　人は誰でも見覚えのあるものをみつけると安心す
る。あえて沈もうとする太陽の方向に顔を向けた。
ここにも夕日がある。そしてそれはなぜかかぎりな
く美しいものに見えた。
　そこにあったのは絶望ではない。
　夕日に照らされた瓦礫の隙間に、希望のかけらが
あふれていた。
（東ティモールの写真を見たい方はこちらをどうぞ→
http://hadomitimorleste.at.webry.info/201104/
article_1.html）

福島県　第７期　塩　川　宏　郷

南三陸町の夕日をみて東ティモールを思い出した話
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　戦後最大の国難が襲った2011年3月11日、私は講
演のため鹿児島に居た。その惨状を目にしたのは深
夜のテレビであった。帰路の空港ロビーのテレビで
も信じられない光景が映し出されていた。自宅に
やっと帰りついて家族が一緒に居ることの安心感に
浸った。テレビでは、ちょうど福島第一原発1号機
の原子炉建屋が水素爆発で吹き飛ぶ映像が流れ、今
後のことに畏れおののいている頃、自治医大メール
マガジンで尾身茂教授からのメッセージが届いた。

「まだ仮定の話だが、被災地の診療支援に協力でき
る卒業生がいたら連絡して欲しい。」というそのメー
ルは、多くの卒業生の共感を得た。DMATとは異な
り当初から中小医療機関の長期にわたる支援活動を
表明していた点も先見の明があった。
　自分が行って何ができるのかという迷いはあった
が、ともかく手を挙げた。4月初旬の第3陣に名を連
ねることになった。節電で混乱する東京を通って本
学に到着し、他のメンバーと顔を合わせた。面識が
なくても、同胞としてすぐに打ち解けることができ
た。一緒に食事をして学生寮和室で雑魚寝をした。
翌朝、車に分乗して東北自動車道を北上した。
　現地の状況は筆舌に尽くしがたかった。南三陸の
惨状は報道されている通りである。わずかに残る建
物の１つである公立志津川病院は5階建の4階まで
津波にのまれて破壊されていた。多くの御霊の御冥
福を祈るとともに、奮闘されていた西澤匡史医師

（宮城20期）、菅野武医師（宮城28期）には心から
敬意を表する。
　私はコーディネータを仰せつかり、藤沢町民病院
の前線基地とベイサイドアリーナ、登米市内を毎日
のように行き来した。ちょうど第3陣から、日産プ
リンス栃木の車をお借りできるようになり、また、
ガソリン事情も回復してきたので、機動性があがっ
ていた。効果的な配車を考えるとともに、今後の活
動を考え前線基地を津山診療所に移し第4陣に引き
継いだ。
　さて、このプロジェクトは古屋聡医師（山梨10
期）、白石吉彦医師（徳島15期）の先遣隊がなけれ

ば実現はできなかったことは多くの方の知るところ
である。また、本学の同窓会事務局、そして前線基
地として支援をいただいた岩手県藤沢町民病院の佐
藤元美院長（岩手2期）、現地でサポートいただいた
佐々木直英医師（宮城17期）、県立釜石病院スタッ
フなど多くの同胞によって支えられていた。心より
感謝を申し上げたい。
　また、第3陣で行動をともにしたメンバーにも感
謝をしたい。われわれに限らずプロジェクト参加者
の多くが「行ってよかった」という感想を口にす
る。それは、一方的に支援してヒロイズムに酔って
いるのではなく、参加者たちが言葉にならない何か
を得てきたからに違いない。決して派手ではなかっ
たかもしれないが、人と人とのつながりを大切にし
た活動であった。限られた環境で、それぞれが最善
を尽くし、現地のニーズを尊重しながら、色々な人
と良好なチームワークを築きつつ、地道に活動を行
うこと―これは、へき地医療の実践に通じるものが
ある。そうした自分たちの原点を回顧できたことも

「行ってよかった」の気持ちの中に含まれていると
感じている。そして、地域医療とは何かを平時を含
め再考する機会になった。
　プロジェクト参加者はもちろん、それぞれの所属
機関で快く送り出してくれた同僚、本学の先生方、
現地の先生方、それぞれの心の中に自治医科大学の
建学の精神が存在していたように感じている。

　前線基地がおかれていた藤沢町民病院の正面玄関
前に初代学長である中尾喜久先生の書を刻んだ石碑
がある。『忘己利他』―この言葉の重みを今、感じ
ている。

高知県　第13期　阿波谷　敏　英

東日本大震災と地域医療
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　４月２日夕方、第３陣集結。ミーティング前に学
内を散策。かつての学生寮は跡方もなく更地であっ
たことに時間の流れを改めて感じる。同期でバンド
仲間でもあった市川（山梨）との久々の再会は心強
かった。４月３日午前７時、まばゆい学生寮をあと
に一路藤沢町民病院へ出発した。
　14時過ぎ到着、簡単な申し送りの後南三陸町ベ
イサイドアリーナへ向かう。自衛隊や救援物資を運
んだと思われる車両とすれ違う。違和感なく峠を越
えると景色が一変。がれきの山、山．．．あり得ない
位置にある船。津波が達したと思われる跡が生々し
い。ほこりっぽい道端に車を止め、注目を集めた志
津川病院を見上げる。よくぞ生き残った人がいたも
のだ、とただ呆然と立ち尽くす。
　今回私は、主に登米市立豊里病院をサポートする
こととなった。登米市南部をカバーし、また南三陸
の隣でもあり軽症、慢性期の患者の受け皿となりう
る位置にあった。常勤医は内科３人、外科１人、整
形外科１人、皮膚科１人、歯科１人。院長が交代し
た直後で統率は大変そうであった。院内で生活し
ながら診療を続けているDrもいたが人的被害はな
かった。被災直後は停電断水したものの来訪時ライ
フラインはほぼ復旧、建物の被害はほとんどなく通
信も可能であった。
　寝泊まりは家族控室、飲食は給食が復旧していた
ため、持参した食料はほとんど消費せずに過ごせた
のは幸いであった。	
　午前中は主に外来をサポートした。内科が午前中
だけで150人近く来院された。これは薬品不足で２
週間処方された方がこの週多く来院したためで被災
地からの受診は２割位の印象であった。多くが慢性
疾患の再診であったが、不眠不安の症状を呈した若
い女性患者を１人診察した。
　避難所は病院のすぐそばにあったが徒歩で来院可
能でこの時点では巡回はしていなかった。
　午後は常勤医が退職し一時閉鎖されていた津山診
療所を開くこととなり、そちらに移動し徒歩10分
程の若者総合体育館を訪問した。避難者の中に看護

師がおり状況を聞いた。概ね元気な方が多いものの
定期の診療はなかったため、診療所担当の塩川（福
島10期）と相談し今後フォローしていくこととし
た。
　４月６日は登米市立米谷病院の当直業務に入る。
こちらは建物の被害が深刻で診療に支障をきたして
いた。２人を診察。
　４月７日午後、市立上沼診療所に向かった。同期
の佐々木直英君に会うためである。彼は被災しなが
らも診療だけでなく行政や支援者との仲介に奔走し
ていた。まずは無事で何よりであったが、体調には
くれぐれも気をつけて、と伝えた。
　その足で登米市訪問看護ステーションを訪れ、師
長から当時の在宅患者の状況を聞いた。入院が必要
でもガソリンがないと何もできないこと。その中で
も地域とつながりを持っていたことで工面できたこ
と、など示唆に富む話を伺うことができた。
　同日午後11時32分、最大級の余震があり院内は
停電、間もなく断水。しかしNsの対応は早かった。
すばやく非常電源を引き、バケツに水を溜め、他の
スタッフも続々と集合し情報収集。大きな被害はな
く間もなく解散したが教訓が生かされているようで
あった。
　翌４月８日、最終日も外来支援。しかし停電は復
旧せず。午後引き継ぎを行い、夕方第3陣の他のメ
ンバーも集合し登米の地を後にした。僕らは数日だ
けであったがここの人たちはまだまだ続くのか、と
思うと重苦しい気持ちがこみ上げてきた。
　翌日の本部での報告会では記者の取材を受けた。
　帰路途中、品川駅で軽食を摂ったが、節電とは言
いながら妙に明るい店員の声とショッピングモール
の光景とのギャップでますます複雑な気持ちになっ
た。この国は本当に大丈夫だろうか、と。

香川県　第17期　柴　崎　　　嘉

第３陣；登米市立豊里病院，津山診療所　活動報告
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　私は現在山梨県の南部町にある町立の南部町医療
センターと南部町国民健康保険万沢診療所の2医療
機関のひとり常勤医として勤務している。2011年

（平成23年）3月11日午後2時46分、私は診察室で患
者を診察中であった。南部町では震度3だったが激
しい揺れはなく患者を診療所の外に避難させ、揺れ
がおさまったら「長い揺れだったね」と言い通常業
務に戻った。その夜は身延山病院で当直のため身延
山病院に向かったがその車中のカーラジオや病院の
当直室のテレビでことの重大さを認識した。
　以前より本学卒業生3期の都留市立病院院長、保
坂稔先生より阪神・淡路大震災での医療支援活動の
体験を聞いていたため私もこのような災害時は活動
したいと思っていた。しかし、どう行動していいか
わからず3月13日の山梨県医師会の席で保坂先生に
相談させていただいた。その後本学卒業生山梨県人
会のまとめ役である身延山病院の12期、萩原淳先
生より私が支援に行きたいなら支援に行っている間
の南部町の診療応援をしてもいいという連絡をいた
だいた。時を同じくして本プロジェクトの話があり
手を上げさせていただいた次第である。第3陣とし
て参加する事となり、出発準備を行う上で身延山病
院の先生方にほぼ全日、私の勤務する勤務枠の応援
をお願いすることができた。
　南部町において町長から支援に行くことの承諾お
よび激励をいただき、背中に南部町の刺繍の入った
作業着を作っていただいた。このプロジェクトに参
加できたのはこのような本学卒業生山梨県人会およ
び南部町の協力、理解があったからこそと本当に感
謝している。
　現地での活動は南三陸、登米地区であった。4月
3から6日は米谷病院での活動であった。米谷病院
は津波で甚大な被害を受けた南三陸町から一番近く
にある49床の病院である。米谷病院のその時点で
の被災状況は電気、水道、電話は通じているものの
ボイラーは破損しており暖房が使えない状態で、患
者の待ち合いでは皆毛布で暖をとっていた。また、
エレベーターも故障しており2階の入院病棟への搬

送はストレッチャーでの人力によるものであった。
活動内容は南三陸町在住でかかりつけ医療機関が被
災したことにより受診する事ができなくなった米谷
病院初診患者の診察を担当した。患者の話を聞くた
びにこの震災の恐ろしさを痛感した。午後の空いた
時間には南三陸町の避難所から二次避難してきた旧
増淵小学校に視察および責任者への挨拶を行いニー
ズの確認を行った。ここでの活動は普段行っている
業務の延長のような活動だったがこのような地道な
支援こそが必要であると強く感じた。
　4月6から8日は南三陸町のベイサイドアリーナの
医療統括本部での活動であった。米谷病院から南三
陸町に移動する車中で私は言葉を失う光景に出会う
ことになった。まだ海が見えないところから広がる
辺り一面の瓦礫の山は想像を絶するものであった。
ベイサイドアリーナには多くの被災者とともに多く
の医療支援チームが集結していた。医療統括本部は
公立志津川病院で被災された本学卒業生である西澤
匡史先生と菅野武先生の元、医療チームの避難所へ
の派遣や医療状況の把握、感染症サーベイランス、
各種事務処理を担当した。このような大規模災害で
混乱するなかにおいてこの業務は非常に重要である
と感じた。4月7日の深夜に震度6弱の余震があった
際にはベイサイドアリーナ内の体育館で菅野先生の
横に寝袋で寝ていたのだが、揺れのすごさに恐怖を
感じた。菅野先生によると本震はこの10倍くらい
凄かったとのこと、この震災のすごさを改めて認識
した。
　本プロジェクトに私のようなひとり診療所勤務医
師が参加することができたことを本当によかったと
思う。これも重ね重ね本学卒業生山梨県人会、南部
町の協力によるものであり感謝したい。また、米谷
病院、南三陸町の皆様、そして最後に本プロジェク
トにも心より感謝する。この経験を忘れることなく
生きていきたい。

山梨県　第18期　市　川　万　邦

本学卒業生および南部町の応援により参加できた支援
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　3月11日、私は往診の途中、千葉県松戸市の閑静
な住宅街のコンビニエンスストアの駐車場にいた。
突然地響きと共に車が大きく揺すられ、近くの鉄塔
は左右に大きくたわんでいた。悲鳴。いっせいに道
の左右の建物から人がかけだしてきた。泣き崩れる
女性。「なにかとんでもないことが起こった」こと
はわかったが、その後何が起こるのか、想像もつか
なかった。大きな余震が続く中、訪問先のテレビに
は真っ赤に縁取られ点滅する日本列島が映し出され
ていた。どうやら震源は東北の方らしい。移動中の
車内では悲鳴にも似たアナウンサーの声が、津波の
到来を告げていた。「いったい何が起こっているん
だ？」。「未曾有の災害」が日本を襲っていた。在宅
診療所での小児在宅医療の研修中であり、目の前の
人工呼吸器や在宅酸素を利用している多くの患者さ
んのことで震災後の1週間はあっという間に過ぎて
いった。東日本大震災、千葉県松戸市、震度5弱。
ここも被災地だった。
　そんな間にもインターネットやメーリングリスト
から刻々と東北の情報が入ってきた。心配していた
地域で働く自治医大の同級生はみんな無事だった。
南三陸町の公立志津川病院の同期生、菅野武先生の
元気そうな姿をテレビ画面で見た時は本当に嬉し
かった。
　なにかしたい。そう思っても、今ここを動くこと
ができないもどかしさがあった。自治医大の同窓会
のプロジェクトが立ち上がり、活動を開始した。そ
んな時、4月から派遣となる鴨川市立国保病院の千
葉20期関洋史先生から電話があった。「4月3日から
自治医大の同窓会プロジェクトで東北に行かない
か」。人的余裕のない地域の病院であるにも関わら
ず、「こっちのことは心配しなくていい」と、背中
を押してくださった。
　実際の被災地での活動の日々は、嵐のように過ぎ
去った。急性期から亜急性期への移行期の被災地
は、ようやく落ち着きを取り戻しつつあった。自分
には何もできなかった。被災者でありながら、粛々
と目の前の患者に向き合う、公立志津川病院、登米

市立米谷病院のスタッフのプロフェッショナリズム
に圧倒された。
　4月7日23時32分、登米市立米谷病院、震度6強。
明かりが消える。停電。病棟へ駆け上がると、動く
はずのないナース・ステーションのセンターテーブ
ルは大きく移動し、カルテは散乱、棚という棚から
床に散らばる医療用品、われたガラス。入院患者の
呼吸停止。怖かった。自然災害に対する人間の無力
さを強く感じた。支援の名の下に赴いた南三陸、登
米地域であったが、むしろこちらが頂いたものの方
が多かった。
　登米市立米谷病院は、規模も診療内容も自分の勤
務地となる鴨川市立国保病院に酷似していた。そこ
で経験した余震、翌日の停電、断水の中での外来診
療。いままで鴨川で行われてきた防災訓練は、何の
役にも立たないことがわかった。建物についても、
同規模の地震が来れば倒壊する可能性が高い。行政
や政治は必死に現実から目を背けようとする。
　災害は対岸の火事では決してない。いつ自分達の
地域で同じような事態が起こるかわからない。与え
られた環境の中で、地域のために、いかに今後起こ
りうる災害に対峙するのか。自分に何ができるの
か、何をしなくてはならないのか。
　今回のプロジェクトに参加し、沢山の宿題をも
らった。これから一つずつ答えを探していきたい。

千葉県　第28期　小　橋　孝　介

自治医科大学同窓会プロジェクトに参加して
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　東日本大震災支援プロジェクトの第4陣として、
4月7日から16日の10日間、島根県出身の加藤一朗
先生（21期生）と県立釜石病院に向かった。釜石
病院での業務は、①釜石地区に19か所ある避難所
の巡回診療（毎日）、②病院の時間外診療の支援（当
直2日/週）であった。
4月7日（木）晴れ
　昼に松本の自宅を出発し、自治医科大学に向か
う。義父から借りた登山用リュックに、10日分の
水と食料を用意した。長野自動車道から関越道にで
ると、東北道とを結ぶ北関東自動車道が開通してお
り、栃木市までは一般道を走ることなく、何事もな
かったかのような穏やかな天気の中、4時間程で前
泊予定の大学に着いた。県内は木蓮が満開を過ぎ、
替わるように桜が咲き始めていた。大学構内には、
7階建ての新しい学生寮と道を挟んで看護宿舎が建
ち、地上13階建ての記念棟の隣には、基礎医学系
の教育・研究棟の建設が進められていた。
　18:00	記念棟6階の会議室でブリーフィング。今
回派遣の7名のほか、尾身先生、石川先生、三瀬先
生が出席された。各派遣先での業務の確認が行われ
た。現地で提示用の名刺、自治医大同窓会の名称の
入ったジャケット、診療記録用のUSBメモリなどが
用意されていた。最終的に、私は事前の希望通りに
同期の吉田（徹）先生が勤務する県立釜石病院への
派遣が決まった。学生寮に宿泊。石川先生に寮内を
案内していただいた。大浴場を利用。布団に就いた
頃、23;32に今まで経験したことのない大きな余震
があった。
4月8日（金）曇り
　6：00出発。先陣の鈴木先生（同期）と新里先生（23
期）が帰るための車と、釜石で新たに巡回診療に使
う車2台で出発。仙台市まで270㎞、さらに仙台か
ら釜石市までは200㎞の行程であった。途中で休憩
を挟み、4時間ほどで仙台市郊外を通過したが、昨
日の思わぬ余震のため、東北道古川ICから水沢IC
の区間が通行止めになり、古川ICで降り国道4号を
北上するとになった。古川市内は停電しており、機

能が停止した信号と、東北道を降りた車で大渋滞で
あった。昨日の余震はマグニチュード7.1で、岩手
県、宮城県北部を中心に広範囲に停電、断水になっ
ていることを災害放送で知った。3.11の大震災後の
最大の余震であった。国道4号線も路肩が崩れてい
るところや、車道のアスファルトが隆起していると
ころが随所に見られた。水沢までの80㎞を進むのに
5時間を要した。水沢で渋滞を抜け、日が陰った山
間の道を「民話の里」として知られる遠野へと国道
283号線を進み、岩手県を南北に縦走する山岳地帯
に空いた仙人トンネルを超えると釜石市に着いた。
　18:30県立釜石病院に到着。予定より4時間遅れで
あった。吉田先生、鈴木先生、新里先生と面会。引
き継ぎを受ける。大学に戻る両先生は今晩中に大学
に戻るか、仙台で途中一泊するかを同窓会事務局と
相談し、とりあえず道路事情の許すかぎり行けると
ころまでとの判断で、慌ただしく釜石病院を後にさ
れた。
　吉田先生に院内を案内してもらい医局に入った。
病院は非常用電源で医療機器は確保されているもの
の、廊下や部屋は、昨日の余震で停電状態にあり暗
くひっそりとしていた。3.11の大震災以来、使用で
きない病室が多く、一般病床数270のうち30床程し
か確保できず、入院を制限しているとのことであっ
た。手術室も使用できず、重症患者は病院から1時
間半かけて盛岡市内の岩手医大附属病院や、北上市
の県立中央病院に搬送しているとのことであった。
3.11後、動き出した時計の針も、昨日の余震で再び
11:32で止まっていた。広い医局には多くの先生方
が残っており、床上には簡易ベッドが作られ、また
ソファーにも毛布が用意されていた。大震災以降、
少しずつ復興の途にあったのが、昨日の余震で足元
をすくわれた形になり、医局の先生方の疲労は重な
り落胆の色は隠せなかった。23時過ぎ、3日間程か
かるのではないかと言われた停電が早期に復旧し、
病院全体に光がともると職員から安堵の歓声が上
がった。

長野県　第７期　中　村　雅　彦

桜の蕾がほころび掛けた釜石病院にて
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10.創価学会		7人、1人
11.釜石中学校		107人、7人
12.中妻体育館		140人、3人
13.中妻コミュニティー消防		9人、0人
14.身体障害者支援センター6人、1人
15.双葉小学校		48人、2人
16.市民体育館		239人、10人
17.働く婦人の家		81人、3人

○18.清風園		15人、2人
○18.林業センター		51人、1人
合計1433人（避難）、53人（診察）
　親戚などに身を寄せる人は少なく、当初から巡回
診療圏内には1500名程の避難者がおり、1か月を経
ても多くの方が留まっていた。物資の配給は足りて
いたが、缶詰類やカップ麺など保存食品が主であっ
た。ボランティアが入りやすくなり、小規模避難所
では数人が調理を担当し、温かい食事を避難者に提
供していた。廊下は冷え込みが強く、部屋はストー
ブで温かいものの、換気が悪く乾燥し感冒・肺炎な
ど呼吸器感染症が多くみられた。脱水症状のため点
滴を必要とする小児もみられた。日中は仕事や、買
い物に出る避難者も少しずつ増えているようで、少
しずつ落ち着きを取り戻しているように見えた。一
方で、布団に包まったままで一日を過ごす高齢者も
多く、四肢・関節の拘縮が進んでおり、巡回リハビ
リテーションの必要性を感じた。介助者も食事と排
泄の世話で精一杯で、手が回らない様であった。
4月10日（日）晴れ
　6:00起床。同窓会提供の派遣車（日産キューブ）
を借りて釜石駅に停車し、昨日車で回った釜石市内
を歩いてみた。
　アーケード下の歩道の両脇には瓦礫が山積みにさ
れ、かろうじて人ひとりが通れるほどの通路が確保
されていた。地面や周囲の泥には大量の消石灰が散
布され、舞い上がるヘドロとともに刺激臭が周囲に
漂っていた。目はチカチカと痛み、マスクをかけな
いととても歩けない。倒壊した家屋の整理をする住
民の姿もまばらで、市街地はひっそりとしていた。
　家屋の残骸に、赤や白色で大きな○印がついてい
るのが目につく。家屋の中を調査したことを示すも
ので、所どころに○印の上に×点がされているもの
に気付いた。昨日、吉田先生が声を潜めながら、

「遺体が発見され収容された印だよ」と教えてくれ
たのを思い出す。港に近づくにつれ、その数は増

4月9日（土）曇り時々雨
　6：00起床。持参したパンとカップスープで朝食
を済ませたのち、吉田先生と看護師（DMAT担当）
の案内で釜石市、大槌町の被災現場を視察させてい
ただいた。大震災から1か月が経ち、車両が通行可
能なように道路は確保されているものの、居住地に
は瓦礫が散乱し、津波にさらわれ住宅地まで流され
た漁船、陸地に乗り上げたフェリー、横転した無数
の車、分断された線路を覆う家屋、何とか持ちこた
えることはできたものの壁が削がれ鉄筋がむき出し
になったコンクリート家屋など、想像を絶する光景
であった。最低限の交通インフラを確保するのが
やっとで、残骸を撤去するのには4,5年はかかると
の話であった。被災後3日間、まったく孤立し1万数
千人の住民の安否が不明となっていた大槌町はまさ
に、町全体が剥ぎ取られたように無残な姿を残して
いた。中心部に家屋はほとんどなく、あっても半壊
はまぬがれず、家屋の間は流れてきた瓦礫に埋め尽
くされていた。町内を流れる河川を津波が遡上し、
沿岸から5㎞上流にまで及んだという。沿岸に建て
られた長い防潮堤も、あえなく切断され空虚に佇ん
でいた。
　1時間ほどで病院に戻り、8：45から巡回診療に
出かけた。19か所の避難所を加藤先生と、A班とB
班の2つに分け担当した。医師1名、看護師2名、薬
剤師（兼運転手）のチーム編成で、午前と午後にか
けて回った。多くの風邪や高血圧の患者の一方、花
粉症様のアレルギー性鼻炎、結膜炎の患者が増えて
おり、花粉だけが原因ではなさそうであった。水害
時には土壌や建物の消毒に消石灰が使われ、釜石市
でも瓦礫には大量に散布されていた。最近の陽気
で、砂埃と一緒にいたる所で舞いあがっていた。
巡回診療結果：
19か所を加藤先生と分担（○印中村担当）
A班：10か所、B班：9か所
○1.甲子中学校	152人（避難）、2人（診察）
○2.甲子小学校	182人、5人
○3.滝の家		16人、2人
○4.釜石高校		182	、5人
○5.松倉コミュニティー消防			30人、1人
○6.甲子応援センター		36人、1人
○7.小佐野小学校		80人、3人
○8.小佐野地区生活応援センター		17人、0人

9.立正佼成会		35人、4人
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電車が近づいてくるようなゴーという音がして、数
秒後に揺れが始まる。
4月13日（水）　晴れ
　午前・午後巡回診療。夕方から当直に入った。
SAHで脳室穿破、解離性胸部大動脈瘤、脳幹部梗
塞、大腿骨頸部骨折など重症者が次々に救急搬送さ
れた。三陸沿岸の県立病院はほとんどが倒壊し、
残った砦は釜石病院だけのため、救急患者が集中
し、当直は仮眠も取れない状態であった。
4月14日（木）　晴れ時々曇り
　当直明け。午前・午後　巡回診療。夕方、甲子

（かっし）川沿いを1時間ほど歩いた。桜はまだ蕾。
あと1週間ほどで咲きそう。明日は第5陣がやって
くる。
4月15日（金）　曇り時々小雨
　第5陣との交代のため、午前中に巡回診療を終え
た。14：30第5陣の木村先生（山形21期）、斉藤先
生（千葉14期）が到着した。申し送りを済ませ、
吉田先生、小原先生、石黒先生に見送られて、加藤
先生とともに病院を出発し帰路についた。23：00
宿泊の宇都宮チサンホテル着。派遣業務を無事終え
た。
4月16日（土）
　ホテルにて報告会が行われた。
　今回のプロジェクトへの参加にあたっては、同級
生の吉田先生が勤務する病院の支援はもちろんだ
が、私自身の生活環境の変化もあり、「医療機器も
ない避難所で、聴診器一つでどこまで患者さんの笑
顔を引き出すことが出来るか」医師の原点に戻って
挑戦してみたいという思いがあった。どれほど被災
者の気持ちに近づき、支援が出来たであろうか。
長男の形見の腕時計を手に、無我夢中の10日間で
あった。
　今回の震災で再認識された国民の絆の深さと、そ
こから生まれる「連帯と分かち合い」の精神があれ
ば、被災地の復興は進み、東北地方の医療もきっと
再生されると確信しつつ帰路についた。自らも被災
者であり、帰る家も無く親族を失い、虚無感にさい
なまれながらも地元住民のために奮闘する遠藤先
生、吉田先生はじめ釜石病院の職員の皆さんととも
に、支援にあたれたことに感謝したい。

え、骸骨のようになった家屋の間を進むうちに、陰
鬱な気分になった。
　港湾にはあわただしく自衛隊の派遣車が行き交
い、迷彩服の隊員が数師団集合していた。岩手ナン
バーの電気工事店の車が、10数台集められ、隊員
ともに電気の復旧作業にあたるところであった。釜
石港は平穏な陽気に包まれていたが、大きなグレー
ンセンターの建物は半壊し、道路のひび割れたコン
クリートのあちらこちらから海水が湧いていた。大
きなタンカーが防潮堤を破壊し、民家に突き刺さっ
ていた。海岸から200~300mとこから急峻な斜面に
なっており、ここを駆け上がり高台に逃れた人は助
かったとのこと。さいわい、釜石市は港のすぐ近く
まで山が迫っており、平地の広がる陸前高田市や隣
の大槌町と比べると被害は少なかったようである
が、それでも死者700人、行方不明者600人近くが
報告されていた（4/9現在）。釜石市は日本選手権で
新日鉄釜石が7連覇した昭和59年当時は、人口9万
余人の都市で、ビジネスマンや観光客で飲食店はじ
め商業地区も賑やかだったが、製鉄部門の撤退とと
もに寂れ、現在は人口も39,119人（2011年3月1日）
に急減し漁業が中心の町になっていた。
　17:15当直業務に入る。患者5名が受診。うち4名
は救急搬送であった。1．意識障害、2．不整脈（心
房細動）、3．気管支炎、4．宿便性イレウスで、救
急搬送された4名のうち2名は避難所からの受診で
あった。午前3時から6時まで仮眠をとった。
4月11日（月）曇りのち雨
　当直明け。大震災後、1か月が経った。早朝、救
急搬送された患者の診察を終え、8：45から巡回診
療を開始。午前中に7か所を回り、18名を診察した。
瓦礫の撤去作業が本格化し、「所有物があれば持ち
帰るように」との通知があり、被災現場に出かける
者も多く、人影がまばらな避難所もあった。昼過ぎ
から冷たい雨が降り出した。日中の最高気温は4℃
で肌寒さを感じた。釜石高校では、岩手県の達増知
事が来訪し、14時46分に黙禱を捧げ、「がんばろう
岩手」宣言を県民向けに発表していた。午後は7人
程を診察し病院に戻った。今夜は加藤先生が当直担
当である。
4月12日（火）晴れ
　晴れているが、強い海風のため立っているのも大
変なほどであった。いまだに、一日に5～6回の余
震がある。建物の揺れの前に、必ず地鳴りがある。
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　プロジェクト第4陣コーディネーターとして
2001/4/7（木）～4/16（土）参加しました。
　出発前日、泊まっていた学生寮で大きな揺れを感
じたが、被災地での様子は確認せずそのまま何事も
なかったように眠ってしまった。
　4/8（金）7:00　釜石組：中村雅彦（長野7期）、
加藤一朗（島根21期）と、登米・南三陸組：井上
仁（東京10期）、瀬尾泰正（京都15期）、村田和弘

（山口20期）、才川大介（北海道28期）、岩瀬に分か
れ、それぞれの車に分乗し東北道を北上した。東北
道は前日の余震のため古川ICから北が通行止めと
なっていたため古川ICで降りることとなった。町
内は停電して信号機も消えており、交差点では警官
が交通整理を行っていた。しかし大きな渋滞はな
く、13:45ほぼ予定通りに豊里病院に着くことがで
きた。余震の影響で復旧していた電気、水道が再び
止まっており病院の中も薄暗く、断水となってい
た。第3陣コーディネーター阿波谷先生（高知13期）
と合流し、南三陸の海岸の被災地区を見ながら志津
川ベイサイドアリーナへ向かった。南三陸の市街地
は、海岸部に近づくにつれて瓦礫の山が震災直後の
状態のまま残っていた。自衛隊がほそぼそと瓦礫撤
去を行い、電線の整備が行われていたが瓦礫の多さ
からすると焼け石に水のような印象であった。途
中、廃墟となった志津川病院に寄り屋上まで昇るこ
とができ、そこから壊滅状態となった南三陸町全体
を見渡すことができた。
　＃志津川ベイサイドアリーナ
　南三陸町の医療統括本部に入り、直接診療に関わ
るのではなく志津川病院の西澤先生、菅野先生のサ
ポートを行った。南三陸には全国から来ていた医療
チームのコーディネート、避難所との連絡、救急車
要請、後方病院との連絡、感染対策など多種多様の
業務に追われていた。毎朝7:30からミーティングを
行い避難所での問題点を吸い上げていた。混乱した
中で震災から数週間がたっていたとはいえ、西澤先
生を中心となり医療チームとしての統率がなされて
いた。イスラエルからの医療支援チームが使用して

いたプレハブ施設を志津川病院仮設診療所として開
設するための準備が進められており、4/18（月）の
開院の状況は帰宅後テレビ報道で見ることができ
た。
　登米・南三陸組の宿泊は、津山診療所1人、豊里
病院2人、ベイサイドアリーナ1人、米谷病院1人と
分散しておりチーム内でゆっくりと話す時間があま
りとれずに残念でした。豊里病院、米谷病院、津山
診療所とともに南三陸の沿岸地域の被災状況を見て
回り、西澤先生、菅野先生には、震災時の生々しい
恐ろしい状況をアリーナのテントの中で聞かせてい
ただいた。私自身、被災地の先生方から多くのこと
を学び元気をいただくことができ、本学の卒業生と
しての絆を感ずることができました。
　上沼診療所の佐々木先生には、ご自宅にも招いて
いただき地域医療に邁進している姿勢は本学の鏡と
いってよいものと思います。わずか1週間で支援と
も言えない参加でしたが、このプロジェクトに参加
でき貴重な経験をさせていただき感謝しておりま
す。
　4/15志津川ベイサイドアリーナで震災後初めて、
電気が復旧した現場に立ち会うことができました。
館内に歓声が上がり、ほんの僅かに復興が進んだ一
瞬だったと思います。

テント内でミーティング中の西澤先生と菅野先生

山梨県　第14期　岩　瀬　史　明

プロジェクト第４陣
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　私は第4陣　南三陸･登米地区チームとして参加
させて頂いた。震災発生後、報道にて増え続ける犠
牲者の報告の一方で消息のわからない同窓生の情報
もあり、いてもたってもいられなくなり、本プロ
ジェクトの参加に手を挙げた次第である。
　4月7日に自治医大集合、ブリーフィング、学生
寮泊となったが、深夜、震度6弱の地震が発生。よ
うやく電気、水道が復旧しようとしていた矢先の大
きな余震により、現地は停電、断水状態、高速道路
は途中で不通となり、信号機が動かないため渋滞す
る中での車移動となった。豊里病院へたどり着いた
後、津山診療所から南三陸町、志津川病院、ベイサ
イドアリーナへと向かった。がれきの山と壮絶な津
波被害の惨状に絶句し、志津川病院の状況を見て言
葉を失った。
　4月9日　津山診療所で第3陣阿波谷先生よりの申
し送りを受けた後、一次避難所である若者総合体育
館での健康相談を行うこととなった。停電、断水状
態の中で、緊張状態が続いていたが、翌日には解除
され、夜を前に暖房が回復、続いて水道も復旧し
た。厳しい環境の下、精神疾患や慢性疾患の悪化、
感染性疾患などの蔓延も心配された。
　4月11日以降は豊里病院で、津山診療所担当の10
期井上先生と家族控え室で寝泊まりしながら、外来
診療を主として行った。豊里病院は一般69床､ 療養
30床､ 75床の老健が併設されており、南三陸、石
巻地域の後方病院として石巻日赤、東北大学などか
らの転院受入なども行っていた。震災当初は入院患
者の6割程度が南三陸、石巻地域中心となり、ベッ
ド数を増やして対応していた。退院後に避難所生活
を余儀なくされる方々も多く、その対応にも追われ
ていた。外来は午前、午後　約30人～40人程度で
あった。主に慢性疾患に対する、内科診療、処方が
中心であったが、避難所からの患者や、家や家族を
失い精神的なケアを必要とする患者さんへの対応も
必要であった。
　4月13日の明け方、在宅での看取りのため訪問診
療を行った。震災に揺れる地域の中でも粛々と変わ

らず地域医療は行われなければならない。診断書に
記載しながら、遠く離れている自分の病院を想っ
た。外来診療終了後、米谷病院の当直へ向かった。
米谷病院は病床数　39床、主に南三陸町の後方支
援病院である。ボイラーの故障で一部暖房がきか
ず、夕暮れ時にはとても暗くて寒さが身にしみた。
病院の寒さ、暗さとは裏腹に看護師は飛び抜けて明
るく対応してくれた。その日の当直は救急車3台。
CPA　1例であった。心肺蘇生を行ったが心拍再開
できず、この日、二枚目の死亡診断書を書くことと
なった。甥っ子の葬式の後で憔悴して倒れた老女は
エレベーターが故障で使えず、毛布でくるみ、救急
隊、看護師と二階のベッドまで運んだ。厳しい状況
の中で職員全員がモチベーションを保ちながら頑
張っておられる姿が印象的であった。
　家や大切な人を失ってしまった人達は、「生き抜
いた」のではなく「生かされた」のだと言った。震
災の被害は甚大で、津波により町は壊滅状態とな
り、復興はほど遠い状況であった。もともと医療過
疎の町に津波が襲った現実。震災の与えた被害と地
元の人々に残した大きな心の傷跡に、結局なにも出
来なかった虚無感が残り、混沌とする生活･医療環
境の中で”本当の支援”とは何かを考え苦悩した。
しかし、医療者として私の目に映った紛れもない真
実は「必死で地域医療を守ろうとする人達の姿」で
あったように思う。改めて自分が守らなければなら
ない地域医療の大切さを強く感じた。
　震災で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると
ともに、被災を受けられた方々が心身ともに健やか
な日々を過ごせますよう、生涯、祈り続けたい。
　そして、今回の震災支援に対しご協力頂いた南三
陸・登米地区の皆様、快く送り出してくれた久美浜
病院の皆様、地域住民の皆様に心より感謝したい。

京都府　第15期　瀬　尾　泰　正

同窓会震災支援プロジェクト第４陣に参加して
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　4月7日～16日の第4陣と8月12日～20日の第22陣
でこのプロジェクトに参加させていただいた。いず
れも南三陸町と登米市に配属され、第22陣では、
コーディネーターもさせていただいた。第4陣とし
ての出発前夜自治医科大学に宿泊したが、かなり強
い余震があり、一夜明けると前日の情報とは打って
変わり、高速道路の一部通行止め、新たな停電と予
定よりも大幅に遅れて到着した。既にメディアでは
大々的に報道されており、自分自身もある程度は状
態を理解していたつもりではいたが、やはり実際の
被災地の光景を目の当たりにすると言葉にならない
ものがあった。電気と水道のない生活を初めて体験
し、改めてインフラの重要性を認識するとともに、
我々の生活がいかにこれらに依存的であるかも痛感
した。
　南三陸町ベイサイドアリーナと米谷病院での業務
であったが、米谷病院では、通常の外来を担当し、
主に新患を受け持った。震災の支援というよりは、
元々の医師不足の手伝いといった印象だったが、震
災以来ほとんど休まずに働かれているスタッフもお
られ、少しでも負担軽減になるように努めた。
　 ワ ー フ ァ リ ン 内 服 中 で、INR（international	
normalized	ratio）が異常高値を示した患者さんが
多かったことが特に印象深く、生野菜や果物が入手
しにくく、ビタミン不足が危惧された。食事療法や
適度な運動ができる環境ではなく、脂質異常症や糖
尿病も増悪傾向にあり、血圧はほとんど測定できな
いと言われていた。被災地での慢性疾患のコント
ロールも課題は多いと痛感した。
　ベイサイドアリーナでは、直接診療には関わら
ず、医療統括本部の手伝いをした。震災から1ヶ月
近くが経過し、南三陸町の組織図が作られ、役割分
担が明確だった。医療チームの配分や避難所ごとの
物資の状態チェック、毎朝のミーティングや週に1
回のクラスターミーティングの資料作り、来訪者の
応対、電話番などいつもと勝手が違って、なかなか
仕事に馴染めない歯がゆさがあった。南三陸町はベ
イサイドアリーナを中心として4つの地区に分かれ

ており、約40の避難所を統括していた。常駐、巡
回を含め、それぞれに医療チームが派遣されていた
が、避難所については、その医療チームからの情報
が全てであり、避難所間のつながりや連絡などはな
く、時間の許す限り、各避難所を訪問し、避難所間
の格差是正ができるように情報収集も行った。
　第22陣では、業務内容は全く異なり、南三陸町
の後方支援としてのよねやま病棟、津山診療所の診
療であった。現地への移動は公的交通機関を利用
し、業務内容もマニュアルが完備され、臨床心理士
も複数派遣されていた。よねやま病棟と津山診療所
のみをみると被災地とは思えない落ち着きを取り戻
している印象だったが、しばしば起こる余震や南三
陸町への途中からの光景はやはり鮮烈なものであっ
た。
　個人的には、フリーの時間をみつけて気仙沼まで
足を伸ばし、改めて規模の大きさを痛感するととも
に、4月に訪れた各避難所を巡り、ほとんどの避難
所が閉鎖され元の姿に戻っているのを確認できたこ
とが大きかった。
　同期の西澤先生が公立南三陸診療所で震災直後か
らずっとがんばっている姿や津山診療所の診察室に
張られたプロジェクトメンバーの名刺のリレーをみ
られたこと、この震災がなければ知り合うことのな
かったかもしれない卒業生や支援されている人々と
の出会いに感謝の気持ちでいっぱいである。
　まだまだ復興までには多くの時間がかかると思う
が、できるだけ早い復興を願っている。

山口県　第20期　村　田　和　弘

東日本大震災支援プロジェクトに２度参加して
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　東北沿岸の被災状況をTVで見て、本学の同窓生
は大丈夫だろうか、自分にできることは何かないだ
ろうかの2点がまず頭に浮かんだ。しかし、すぐに
でも被災地へ赴きたかったが、離島に一人しかいな
い産婦人科医の立場として、妊婦を残して島を離れ
ることできないことに苛立ちを感じた。
　私は、発災4週間後の4月8日～15日、岩手県立釜
石病院を活動拠点とし、市内避難所の巡回診療と同
病院のER支援を行った。釜石へ赴く前夜、震災後
最大の余震のため宿泊させてもらった本学の学生寮
が大きく揺れたが、なぜか恐怖感より使命感の方が
強かった。翌早朝、釜石で巡回診療をまわるための
日産キューブのハンドルを握り北上したが、前夜の
余震のため、高速道路が一部通行止めであったり、
信号機が止まっていたりなどで、4号線は大渋滞。
岩手県立釜石病院に到着したのは夕方薄暗くなって
からだが、出迎えて下さった吉田副院長の笑顔に疲
れも吹き飛んだ。すぐに病院内を案内していただい
たが、泊るところは当直室を、食事は病院の給食を
準備していただいたため恐縮してしまった。実は
病院の裏庭でも1週間キャンプするつもりで、テン
ト・寝袋・食糧を持参していたのだが・・・。
　翌日からの避難所の巡回診療は、県立釜石病院看
護師らと10か所の避難所を巡回し、患者20~30人/
日の診察を行った。上気道炎や胃腸炎症状が多かっ
たが、時として肺炎や心不全で入院が必要な重症患
者を救急車で同乗搬送することもあった。また、約
250人が集団生活を強いられている市民体育館など
の避難所においてインフルエンザ患者が発生した際
には、早急に隔離をして感染拡大防止に努めた。私
は、当院で週1回無医地区の巡回診療を行っている
ため、ストレスなく業務を遂行できた。県立釜石病
院ER支援は、被災者である同院常勤医負担軽減の
ため救急外来当直業務を行った。釜石市・大槌町で
唯一の救急外来であるため、一晩で10～20人程度
来院（救急車数台）された。中には心筋梗塞の患者
が救急車で搬送されるも、診断後に県立釜石病院の
内科医師に同乗をお願いし、心臓カテーテル治療目

的に内陸の盛岡の病院まで救急車で2時間かけて搬
送されたこともあった。当院も島唯一の病院である
ため、１次から3次まで全て一旦は受け入れ、必要
があれば本土へ緊急搬送しているため、普段従事す
る救急外来が少し忙しいかな？という程度でこれも
ストレスなく行うことができた。
　津波の被災現場を歩いてまわる機会があったが、
悲惨な風景だけでなく、埃と臭いは今でも忘れられ
ない。一刻も早い復興を願う。
　本学卒業生は、全寮生活を通じて縦や横に深いつ
ながりを作ってきた。そのため、被災した同窓生の
ために何かできないかという思いで全国から同窓生
が集まり、単発ではなく6か月にわたる継続支援に
結びついたのではないかと考えられた。本学卒業生
であることをあらためて誇りに思う。

島根県　第21期　加　藤　一　朗

本学卒業生と再認識
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スケジュール

4月8日～南三陸町ベイサイドアリーナに到着し医
療統括本部の補佐
4月1 ３日～1 ５日まで米谷病院の外来業務の補佐

　南三陸町ではまだ水道、電気といったインフラが
全く復旧していない状態であったが、避難者に対す
る医療体制はすでに確立されており多くの医療チー
ムが連携して治療を行っていた。南三陸の街は原型
を留めておらず、行方不明者の捜索が続けられてい
た。ベイサイドアリーナではしっかりとした規範が
すでに浸透しており、目立った混乱は認められな
かったが被災者の方々には独特の喪失感と無気力感
が充満していた。災害発生から48時間以上経過し
た被災地ではDMATといった急性期医療チームで
はなく、自立・復興への橋渡しを担う亜急性期の災
害医療チームや医療システムの研究が重要と思われ
た。

北海道　第28期　才　川　大　介

医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト報告
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　4月15日早朝（実は私の誕生日であり、医者冥利
に尽きるね、と家内に言われた）、プロジェクト本
部の皆様の見送りをうけ緊張しつつ本学を出発。も
のものしい雰囲気の東北道を北上し現地に入った。
　津波の爪痕は、何回見ても言葉も出なかった。医
療も公立志津川病院が象徴するように壊滅状態で、
DMATによる巡回診療が行われていた。ちょうど仮
設診療所での外来診療が開始され、DMATの引き揚
げの準備が始まっていた。また、菅野医師の離任に
より西沢医師一人に負担が集中しないよう配慮した
が、何かと不都合もかけたことと思う。
　我々のベイサイドアリーナへの到着と同時にどよ
めきと拍手がわきおこった。１ヶ月ぶりに電気が通
じたとのことで、それまでの電気のない避難生活、
支援活動はどれほど困難であっただろうか。食事は
被災者と同じものをいただいた。毎日のようにイチ
ゴジャムサンドが出てくるのには辟易した。洗面に
は苦労し、簡易トイレは屋外のため、雨や寒い夜は
大変であった。自衛隊のテント風呂はいつも大混雑
であり、薄暗くてお湯の状態が見えなかったのが幸
いして顔や頭を洗うことができたと思う。ベイサイ
ドアリーナでも津山診療所でも寝袋のお世話になっ
たが、慣れると結構快適に眠れた。
　ちょうど桜が満開となったが、峠に雪が積もるほ
ど寒い日もあった。

（志津川、東山公園の桜。4月。）

　アリーナの中央は支援物資で占拠され、それらは
全て善意ではあるが中には使えそうにないもの、使
い古したものもあり、そもそもロジスティックスも
機能していなかった。善意も諸刃の剣であることを
考えさせられた。
　4ヶ月後。暑い盛りに、第21陣として再訪した。
かつて町だったところには雑草が青々と茂り花々が
咲き、コンビニの鮮やかな看板も目につき、モノ
トーンの印象であった4月からするとかなりにぎや
かにはなっていた。一方、「がれき」とひとくくり
に称される、かつての生活の名残は少しずつ片付け
られてはいたが、復興にはまだまだかなりの時間が
かかりそうであった。

（戸倉地区のひまわり。８月。）

　今回のプロジェクトでは多くの本学卒業生と出会
い、再会した。皆から「自治医大スピリット」を感
じることができたのがうれしく、元気をもらった。
また、現地の人々と自然から多くのものを学ばせて
いただいた。出会った全ての方々に深く感謝したい。
　今回の災害をどう理解すればよいのだろうか。あ
る講演での柳田邦男氏の「何万もの人が亡くなった
震災が起こったのではなく、一人の人間の死が何万
回も繰り返されたのです」という言葉が臨床医の私
には一番わかりやすい表現であるように思う。
　被災地に一つでも多くの笑顔が戻ることを祈って
いる。

宮崎県　第10期　篠　原　浩　一

年々歳々花相似 
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　３月１１日に発災した東日本大震災は、想像を絶
する被害を東日本にもたらした。
　３月１１日の午後、外来が終わって遅い昼食をと
ろうと医局にあがった時、医局ラウンジにある大画
面テレビに名取川を駆け上がる津波の姿が映し出さ
れていた。
　テレビの画面には普通の生活をしていると思われ
る車や家などが映し出されており、それらを飲み込
んでいく津波が映し出されていた。そのときに確か
に東北地方で起きていたことではあるが、あまりに
現実離れした映像に言葉も無かった。
　本震災では、いち早く山梨県１０期の古屋先生や
徳島県１４期の白石先生が先発隊として現地に入
り、自治医科大学同窓会として被災地支援活動を行
うという情報を聞きつけ、ちょうど学会参加を予定
していた週に参加することが可能となった。
　自治医科大学に向かう東北線に乗車中に震度５強
の地震に遭遇し、少し緊張した中、第５陣として活
動に入ることになった。
　私たちが被災地に入った時期には、状況は落ち着
きつつあり、南三陸町のベイサイドアリーナにちょ
うど電気が復活した時期に重なった。
　今回、私に与えられた内容は登米市内の津山診療
所を拠点とした活動であった。主には津山診療所で
の外来診療と津山若者総合体育館に避難されている
方々への対応、豊里病院での外来診療、豊里多目的
ホールに避難されている方々への対応であった。
　特に大きな問題なく対応できていたが、後半にな
り、津山若者総合体育館に避難されている方々に嘔
吐下痢症の発症が目立つようになった。どうやら施
設内で流行し始めつつあると思われ、避難所に詰め
ている志津川病院の看護師さんや登米市の保健師さ
ん、住民代表の方々と協議し、ちょうど使用されて
いなかった部屋やトイレを活用しての感染対策を行
うようにした。うまく機能したかかなり気になって
いたが、次陣の先生方の報告を拝見した限りでは何
とか収束に至ったようでほっとした。
　活動の半ばで宮城県１７期佐々木先生のご自宅に

お招きいただき、今回の震災の状況についてなど、
遅くまで色々と話して下さったことも心に残ってい
る。その上お風呂まで使わせて頂き、ありがたかっ
た。今回の活動では多くの方が佐々木先生にお世話
になっており、この場を借りて感謝の意を表した
い。
　またベイサイドアリーナで統括責任者として重責
を果たされていた宮城県２０期西澤先生のご苦労に
も敬意を表したい。
　活動も後半に入った時期に、コーディネーターの
宮崎県１０期篠原先生がベイサイドアリーナでの活
動に専念することとなり、私が比較的自由の効く状
況にあったため、各施設間を結構移動することと
なった。皆さまご存知のプリウスを駆使して、あち
こち飛び回りながらの活動であった。
　最終日には第６陣の先生方をご案内し、最後はベ
イサイドアリーナでお別れをし、帰途についた。宇
都宮に到着後は釜石への派遣組と駅近くで落ち合
い、遅くまでお互いの状況などを報告し合った。翌
朝はデブリーフィングに参加し、今回の活動を終了
した。
　様々な意味で多くのことを学ばせていただいた貴
重な１週間であった。最後に少しでも早い被災地の
復興を祈り、報告を終わりたい。

高知県　第14期　川　村　昌　史

被災地での活動について
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　第５陣は、震災が起こってから約１か月目の時期
に派遣された。釜石地区で避難所生活する被災者
は、これからの生活の再建に向け動き出した時期で
あった。健康に支障のない者は日中ほとんど避難所
にはおらず、罹災証明の手続きや仮設住宅に関する
情報収集などで活動的に過ごしていた。主要道路の
瓦礫はほぼ撤去され、道路は内陸部から被害の甚大
な沿岸地域へ向かう車で混雑していた。地元の飲食
店は、食事や会話をする人達で賑わっていた。４月
中旬の釜石地区は桜の花がちょうど見頃で、巡回診
療車の窓から、随所に咲く桜の木々をよく眺めた。
美しい桜の花と被災現場の惨状とのコントラストが
あまりに鮮明で、今年も負けることなく見事な花を
咲かせた桜の姿に、復興への願いや日本人の心を感
じた。
　第５陣では、県立釜石病院に医師２人が配属さ
れ、当直業務と避難所の巡回診療を行った。巡回
チームは二手に分かれ、１チーム医師１人、看護師
２人、薬剤師或いは放射線技師１人の計４人で構成
された。我々の巡回チームは、ある小学校の体育館
の避難所で、横浜FCによる被災地支援団に遭遇し
た。小学校のグランドで、三浦カズ選手をはじめと
する有名サッカー選手らが、地元の子供たちとサッ
カーをしていた。子供も大人も目を生き生きと輝か
せ、元気いっぱい歓声を上げていた。スター選手ら
の励ましは、被災者の心のケアにおいて、絶大な威
力を発揮していた。皆それぞれが異なる立場で、被
災者支援という思いを共有し、自身ができる役割を
全うしていくことが大事であると思った。
　県立釜石病院に到着して、翌々日の日曜日は日中
フリーであった。別ルートで被災者の支援活動をし
ていた臨床心理士の方と斉藤医師と私の３人で、津
波の被害地域を車で見て回った。途中、釜石の観光
名所の一つである釜石大観音を訪問した。私たち以
外の来訪者は少なく、拝観は無料であった。釜石大
観音は高台にあり、そこから被害を受けた沿岸地域
を一望することができた。沿岸部の惨状は言葉では
表現できないほど凄まじく、望遠鏡を使って近海を

見渡すと、重厚で頑丈そうな堤防が決壊しているの
がみえた。津波という自然の破壊力を思い知らされ
た。
　震災後１か月の釜石地区では、近隣の医療機関の
多くが縮小体制ながら診療を再開していた。医療機
関相互の連携が保たれており、他の医療機関の診療
に関わる情報が得られた。そのため避難所における
巡回診療の現場では、風邪や便秘や不眠などの日常
よくみる疾患への対応が主で、その他は慢性疾患に
関する一時的な対応や健康相談、近隣の医療機関の
情報提供等を行った。巡回診療で処方した薬剤は、
全て支援物資から賄われた。当然その数にも限りが
あり、どのあたりで線引きをして医療機関に受診し
ていただくかという点が課題の一つであった。我々
が滞在した間に避難所の統合や移転が進み、巡回診
療が必要な避難所の数が減少していった。１か月以
上も避難所生活を強いられている被災者のストレス
は相当なもので、親戚や知人の家に身を寄せる者、
仮設住宅の入居を申し込む者、さらによい環境を求
めて避難所を出る者など、避難所を取り巻く状況の
変化が著しい時期であった。
　この震災支援に参加して非常に感銘を受けたこと
は、現場で奮闘する人達の姿勢の素晴らしさであ
る。志が高く献身的であり、そこには医療人として
の大切な心を感じた。都会の一部では、複雑な持病
を抱えるかかりつけの患者でさえも、救急の現場で
その受け入れを簡単に拒否する医療機関があり、そ
のギャップに苦しむところである。震災支援を経験
して、医療人の質の格差がみえたようにも思う。

山形県　第21期　木　村　まり子

震災支援で感じたこと
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　震災当日は、千葉県の知的障害者授産園で研修を
受けており、揺れを経験した。自家用車で渋滞を避
け、都心を迂回して愛媛まで帰った。
　当時、私の居住していた愛媛県の山間地域におい
ても、夜間気温が氷点下となっており、被災地域の
夜の寒さが心配であった。（毎夜、泥酔し、テーブ
ルの下で寝ており、寒さで目を覚ましていた記憶が
ある。）
　翌週土曜日を臨時休診として、金曜夜からディー
ゼル車に灯油ポリタンク14本、靴下、下着などを
積んで、出発した。金曜夜は、高知道のPAにて車
中泊し、翌日土曜日は徳島道、北陸道を北上した。
福井県内から給油制限されていた。常に燃料が満タ
ンとなるような給油をした。自動車専用道路がなく
なり、下道で新潟県村上市のジャスコに入った。こ
こまでは、生活物資が豊富で、家族連れで買い物を
楽しんでいる姿がみられた。その後山形県内からコ
ンビニでの物品不足がみられた。国道脇で車中泊。
翌日曜日に宮城県、岩手県では、GSで給油のため
の車列がみられた。日曜朝岩手県陸前高田市のある
公民館を訪れた。周辺地域の30人程度の人が集団
生活をされていた。朝食を勧められたが、お断りし
た。燃料不足のためか、交通量が非常に少なかっ
た。交通制限はされていなかった。
　その後、今回のプロジェクトに参加する機会を得
た。
　近隣の医師のバックアップのお陰で参加すること
ができた。（実は、所属していた行政側の理解は乏
しかった。）南三陸町では、事務の重要な役割を経
験できた。登米市民病院の遠藤院長に紹介された喫
茶店では、関東から五右衛門風呂を運んできた市民
と話した。多数の民間人がボランティアを行ってい
ることを知った。
　プロジェクト全体で支援が効果的になるように多
数の人が議論しており、自分自身だけでは力がわず
かであることに無力感は生じなかった。
　また、参加後、メールをみるのは楽しみだった。
　７月以降、旧知の僻地開業医が病気療養すること

となり、愛媛の西海半島の診療所にて留守番役をし
ている。新しい環境での刺激があり、リアルタイム
で進行する日常を楽しんでいる。プロジェクト参加
時には、非常な刺激と感じ、再度参加したいと思っ
ていたのだが。遠い昔のことのような感じだ。
　私は、愛媛大学の推薦入試を受ける際、合格した
ら地域医療に貢献する旨条件として神頼みした。研
修医時代やその後、県立病院にて多数の自治医科大
学出身者にお世話になった。また、郷里の愛媛県南
予地域、なかでも過疎のすすんだ地域は自治医科大
学出身者が医療を支えている現況があり、OBの先
生方に親近感をもっている。卒業後15年目の現在、
地域医療の必要性に実感が伴うようになった。仕事
が、生活のためやお金のためだけではなく、人間性
向上や自分の能力発揮のためにあることを仏道を通
して学んだ。
　今回のプロジェクト参加を通して、自治医科大学
の面白さを感じ、もっともっと存在意義を発揮され
るよう期待している。
　今回、私にとって貴重な研修の機会であった。
　ブッダは息子ラーフラが幼少の時に、「何かをす
るときに、それが、自分のためにもなり、まわりの
人のためにもなり、生命全体のためになるのなら、
それはよい行いである。」と教えたそうだ。我々生
命は、元来、主観的な判断しかできないのだと説か
れている。
　多くの関係者が今回のプロジェクトに参加し、議
論したことで、主観的な判断に陥りにくく、支援の
押しつけになりにくいボランティア活動になったの
ではないかと考えた。

愛媛大学　平成９年卒　若　松　貴　哉

感　想
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　私は3月11日を自宅で迎えてしまった。在宅診療
所長を前日に退職し、有給消化の初日であった。

「何かをしなければ」と衝動に駆られたものの、私
は臨床能力に自信がなく現場で活躍が出来るとは思
えなかった。ならば現場で活躍する先生たちの負担
を減らすための後方支援が私に出来る震災支援では
ないかと感じた。
　「どこで？誰と？」と考えた時、自治医科大学が
思いついた。外科研修医時代に最も尊敬していた上
司、外科を退局し方向性を迷っていた時に関わって
くれた先輩、在宅診療の際に最も信頼していた病院
医師が、自治医科大学の卒業生であったことを思い
出したからである。優秀な医師・尊敬している医師
は沢山いるが、人間らしさ・全体におけるバランス
感覚などにおいて私の心に強く響く方々は自治医科
大学出身が多いように感じている。
　篠原浩一先生（宮崎10期）のお陰で本プロジェ
クトを知り、3月22日から本部業務の手伝いに参加
させて頂いたが、訳のわからない奴が乗り込んで来
たにも関らず暖かく迎えてくださった本部の先生方
の寛大さに心から感謝をしている。

　私は本部における事務的な業務を中心に活動し
た。3月22日の時点で100人以上の同窓生が支援参
加の意思表明をしていた。その多くが呼びかけに対
しての応答ではなく、自然発生的なものであったこ
とに強く感動した。彼らが参加しやすい環境づくり
のサポートを自身の重点課題とした。
　事務的な業務であっても自分が役割を担っている
ことで一定の満足感が得られる。しかし自分がいな
くても機能していくシステムを作っていくことこそ
重要と考え試行錯誤した。

（１）支援スケジュール表のオンライン化
　常駐スタッフがいない本部では、石川先生・三瀬
先生・沼田先生が自身の業務の合間にメールを確
認・返信するという混沌とした状況であった。しか
も被災地のニーズを最優先としつつも中長期的に継

続可能な派遣スケジュールとするため、支援の出発
日・活動期間が流動的な時期でもあった。結果とし
て、申出が集中し断らせていただく事例や、調整が
しにくいと苛立ちのメールが来ることもあった。
　支援スケジュールの進行状況を共有・見える化を
するためにインターネットカレンダーの提案と作成

（Googleカレンダーを利用）をした。
　カレンダーが実用化されて間もなく、「第○クー
ル、足りてなさそうだから調整しますよ」との申出
があった。スケジュール調整が自立性を持ち始めた
ことに、自分も少しは役に立てたのかな？と喜びを
感じた。

（２）患者など病院利用者を対象とした掲示物（ポ
スター、感謝状）の提案。

　所属法人・病院による活動以外で職場を1週間離
れることは必ずしも容易でないと懸念した。休診の
影響を受ける患者の心情にも配慮すべきと提案し、
沼田先生・三瀬先生・尾身先生に作成して頂いた。
自分が患者であったら、主治医の活躍を知ることは
まんざらではないと思って提案した。

（後日談）
　私は第５陣の一員として現地に向かったが、体調
を崩し途中で帰還した。自己嫌悪と共に過ごしてい
たが、自治医科大学で学び再出発したいと願い、10
月から研修医として再度乗り込んだ。受け入れてく
ださった諸先生方に感謝している。

群馬大学　平成12年卒　関　口　　　隆

自分が不要になるシステム作りを目指して
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　3月11日、千葉県八千代市のクリニックにて、点
滴中の患者さんと談笑しているときに、大きな横揺
れを感じました。今まで経験したことのない、立っ
ていられないほどの地震。数分続いたように記憶し
ています。急いで患者さんの点滴を抜去し、外来を
待っている他の患者さんたちと一緒に安全な場所へ
移動。揺れが収まり、クリニックの外に出ると、外
壁の一部が崩れ、前の家の瓦が落ちていました。こ
れが東北地方を壊滅させた大地震と大津波と知った
のは少し後でした。
　TVで視る被害の甚大さに心が痛み、日本赤十字
に募金を送りましたが、どうにもすっきりしませ
ん。思えば、阪神大震災の時は診療支援に手を挙げ
たものの、所属病院の院長の許可が出ず、参加でき
なかったのでした。今は個人開業医の立場。院長の
私さえ踏ん切りを付けて休診すれば、行けないこと
はない。外来患者の皆さんにあらかじめ周知し、お
薬が切れないように工夫すれば、1週間程度の留守
は可能と思い当たりました。
　援助を決めたとはいえ、DMATなどに参加して
も、救急経験の乏しい内科開業医が役に立てるか？
他の医師の足を引っ張りはしないか？そんなことを
考えると、やはり踏ん切りが付かず一週間が過ぎま
した。そんなときに、同じ10期の古屋先生や白石先
生が現地に飛んで、ニーズの把握や必要な援助の調
整を始めているという情報が入り、あっという間に
同窓会プロジェクトが動き出したのを知りました。
南三陸や釜石では、同窓の卒業生が死にものぐるい
で奮闘している。それを少しだけでもお手伝いでき
れば、それはすなわち被災者の皆さんへの援助に繋
がる。そう思うと、不安や緊張がとれ、プロジェク
トにすぐエントリーの電話を入れました。1ヶ月後
の4月21日から10日間休診する旨のポスターをクリ
ニック内に急いで掲示し、外来患者さんに内服薬が
切れないように毎日説明し、長期処方をしました。
同時にまだ寒い季節なので、寝袋と食糧と水の準備
開始。水はなかなか手に入らず苦労しました。周知
徹底しても気がつかない患者さんはいると思い、周

辺の調剤薬局に連絡し、万が一の緊急処方のお願い
をして、現地に向かいました。
　私は南三陸に行きましたが、現地の惨状は予想を
超えるつらさで、津波とはかくも無慈悲な災害かと
声も出せないほどでした。西澤先生はしばしの休憩
に入り、プロジェクトが役に立っていることを実
感。災害対策本部の手伝いや周辺病院当直応援など
を行いました。日本各地の援助隊とも情報を交換
し、自治医大だけでなく日本中がこの震災を憂い、
応援していることを理解しました。自衛隊による仮
設の風呂に入浴し、最大の避難所であるベイサイド
アリーナに寝袋で泊まり込み、避難されている皆さ
んのご苦労のほんの一端も垣間見ることが出来まし
た。
　たかだか10日間の一時的なお手伝いでしたが、
大変貴重な経験をさせていただきました。何か出来
ることがないかと忸怩たる思いの人も多いなか、プ
ロジェクトに参加できたことを幸いと思います。一
番感じたことは、日本が一つであること。そして、
家があり、家族があり、さらにするべき仕事がある
幸せを実感できるようになりました。残念ながらそ
れらを奪われた皆さんの無念を思うと言葉もありま
せんが、必ずこの日本は再生すると信じます。そし
て、かならず良い方向に向かうことを祈ります。
　最後に、今回の同窓会プロジェクトは、とても良
い先例となったと感じています。島国で災害の多い
日本。残念ながら、またどこかで災害は起こるかも
しれません。そのときに、また日本中の有志が集結
する、その道しるべになっていく。その要になる、
今回が始まりです。クリニックが傾いていなけれ
ば、日本に一大事があれば、きっとまた参加したい
と思います。どうもありがとうございました。

千葉県　第10期　宇　野　史　洋

同窓会プロジェクトに参加して
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　2011年3月11日、東北地方を中心に地震が発生し
た。遠く離れた高知県に住む私も海沿いに住んでい
たため避難指示がでて、高台に避難し翌朝まで車の
なかで過ごした。
　私が支援を申し込んだ時はすでに幾人かの医師が
支援に行って3週間ぐらい経っていたので現地の情
報はかなりわかった。それでも寝袋を持ってくるよ
うに、食料や飲料もある程度持参でとかの指示があ
り、登山やキャンプの経験がない私には少し難しい
課題であった。適当に寝袋を購入し、非常食もそろ
え、動きやすい服や靴を買って準備した。
　4月21日高知空港を朝の便で出発した。夕方、支
援に向かう医師5人と同窓会本部の医師でミーティ
ングをした。有効な支援ができるか、体力的に大丈
夫か不安も多少あったが皆で夕御飯を食べているう
ちに不思議とそんな不安はなくなっていた。
　翌22日の朝、学生寮前から車で出発し、5時間後
にやや内陸にある登米（とめ）市の病院に着いた。
その後、津波で壊滅的な被害を受けた南三陸町に向
かった。南三陸町の避難所の一つで町の医療統括本
部のあるベイサイドアリーナに夕方着いた。
　夜はベイサイドアリーナに泊まり、生まれて初め
て寝袋を使ったが、床にクッションが敷かれていた
ので薄めの寝袋でも寝心地は悪くなかった。食事は
避難所で準備していただいたものをごちそうになっ
た。
　4月23日からの私の任務は南三陸町に接している
登米市の病院の外来診察の手伝いと南三陸町に支援
に来た他の医療グループの配置や役割の調整をする
ベイサイドアリーナ医療統括本部の仕事であった。
1、2日は地名すら正確に読めない状態でなにがな
にやらわかなかったが、地図を眺めながら自ら運転
して医療機関や避難所を回っているうちに、全体が
わかるようになっていった。ベイサイドアリーナで
泊まる以外は登米市にある病院の患者家族控室をお
借りして宿泊した。私が行った頃にはコンビニエン
スストアが普段通りに営業していて飲食にはほとん
ど困らなかった。

　外来診察では、家が壊れて親戚の家で暮らしてい
るが毎日のように自分の家に行って後片付けをして
いるという高齢の女性に会った。疲れているよう
だったが、近所で多くの小学生も犠牲になったよう
で、文句は言わずにがんばっていた。また、診察の
時に横にいてくれた看護婦さんは家が壊れて姉の家
で暮らしていると言っていた。
　私たちのグループでは、ベイサイドアリーナにあ
る医療統括本部にほぼ常駐した医師もいた。診療は
ほとんどせず、集まった医療チームの取りまとめを
していた。災害時にはそれまで重要性を考えたこと
もない指揮命令系統が消失する。診療そのものも大
事であるが、情報を迅速に把握し、全体が無駄なく
機能的に動けるように指揮する司令塔をすぐに立ち
上げなければ混乱が生じる。
　私達の多くは初対面だったが、目的がはっきりし
ておりまとまって支援活動ができた。宿泊場所や車
の管理も同窓会本部の助けを借りながら、自分達で
しなければならなく大変だった。
　あっと言う間に1週間が過ぎた。慣れない睡眠環
境のせいか途中疲れがでたが、休息をとることがで
きて無事現地での仕事を遂行することができた。
　申し送りの都合上、私は4月30日にひとりで
350kmの道のりを運転して自治医科大学に戻った。
同窓会本部の医師と報告や話し合いをしてから、羽
田空港に向かった。20時に羽田空港に着き、ひと
りゆっくり食事をしてほっと一息着いた。
　今回の支援で、どれだけのことができたかと問わ
れると、堂々と言えることは何ひとつないが、皆で
協力しあうことが大切であると思う。高知県でもい
つ似たような地震や津波がくるかわからない。体験
を今後の防災にいかに役立てるかが私の課題であ
る。

高知県　第11期　伊　東　秀　樹

東日本震災支援活動（４月22日～30日）に参加して
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　私は2011年（平成23年）4月22日から30日まで、
自治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクト
第6陣に参加し、岩手県立釜石病院で活動した。震
災発生から1ヶ月あまりが経過し、復興への道筋が
徐々につき始めた時期であると認識している。参加
の動機は、本学卒業生ならではと思われるが被災県
に必ず同級生がおり、何か支援をしなければという
単純な思いからであった。本プロジェクトは震災直
後から始動し、災害派遣医療チームに属さない一般
内科医の私でも比較的参加しやすい条件であった。
派遣先が南三陸なのか釜石なのか、詳しい内容は知
らされないまま若干の不安と大量の衣類等を抱えて
本学記念棟の対策本部に前日集合。そこで第6陣の
6人が顔合わせをし、釜石派遣を知らされた。翌朝
ワゴンに分乗して東北道を北上。このとき東北新幹
線は那須塩原以北が不通であった。釜石には2人が
派遣され、相方は茨城県20期生の鈴木章史先生で
あった。鈴木先生とは1年時の435ラウンジを引き
継いだということぐらいで、在学中にそれほど接点
があったわけではないが、お互いの身の上話から、
寮生活、同級生、クラブの話などであっという間に
昔からの同僚のような雰囲気となり、釜石まで7時
間余りの道中はまたたく間に過ぎ去った。釜石病院
には1期生の遠藤院長、7期生吉田副院長、15期生
小原先生など多くの本学卒業生がおられ、私たちを
暖かく迎えて頂いた。いずれも私にはほとんど面識
がない方々であったが、卒業生ということで「京都
は○○が同級生だな・・」と話が弾み、すぐに釜石
病院に溶け込むことができた。全寮制、各都道府県
からもれなく採用という本学の特異な制度が、大災
害時の診療応援において、円滑かつ急速なコミュニ
ケーションの確立に極めて有用であったと卒業後初
めて思い知らされた次第である。業務内容は避難所
巡回診療と当直支援であった。日中は釜石市内の避
難所を分担して巡回し、夜は期間中3回、当直支援
を行った。避難所巡回では避難所に常駐している保
健師と毎日情報交換しつつ本プロジェクト以外の専
門性を有する医療支援チームとも連携し、必要とさ

れる支援を提供した。具体的には健康不安に対する
相談対応と問題の掘り起こしに努め、応急的な投薬
をすると共に必要と判断すれば医療機関への受診を
勧めた。移動手段を失った方が多いせいか、受診を
勧めてもなかなか実行できず、巡回の度ごとに短期
処方を反復せざるを得ないケースもあった。当直支
援においては、元来272床の3次救急病院であった
のが震災で旧棟が使用不能となって50床余りしか
稼働できなくなり、手術も不可能な状態であった。
救急を受け入れても、手術や緊急処置を要する症例
はすべて内陸部へ搬送しなければならない。好天の
日中はヘリ搬送されていたが悪天候時や夜間は片道
2時間程度をかけて陸路搬送となる。その救急車に
はオンコールの常勤医が同乗されたが、彼らは夜中
に呼び出しても嫌な顔一つせず粛々と対応してい
た。辛い業務でも患者さんのために黙々と行う態度
が普段から出来ている（釜石イズム？）のだと鈴木
先生共々感銘を受けた。日本全国で救急医療崩壊、
たらい回しが報道されるがそのような世界とは無縁
の、患者さん中心の医療が本学卒業生を中心に地域
で実践されていることに誇りを感じる。しかし、常
勤医が疲弊しないか、老婆心ながら若干心配するも
のの高いモチベーションと各科が協力し合う体制が
疲弊を防いでいるのであろう。私達の支援は限定的
であり、むしろこの支援を通じて勉強させて頂いた
ことの方が多かったように思われる。本プロジェク
トが今後起こりうる不測の事態に対して、本学卒業
生のネットワークを生かして迅速かつ有効に支援し
ていく礎になったものと確信した。最後になるがこ
のような機会を与えて頂いた同窓会の方々、お世話
になった釜石病院の方々、快く送り出してくれた京
丹後市立久美浜病院のスタッフに深く感謝を申し上
げる。

京都府　第19期　田　儀　英　昭

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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　震災当日、勤務先の伊藤病院手術室（6F）で、
手術の第2助手をしていた。地震発生直後、あまり
の揺れに、開創された患者さんの術野から急いで手
術器具を外し、無影灯を直上から避け、手術台両
脇・頭側と3方から患者さんを囲んだのを思い出し
た。当院は1日約10件の甲状腺・副甲状腺の手術を
行っているが、地震直後は、停電のためエレベー
ターが使用出来ず、担架で術後の患者さんを運ん
だ。また、都内の交通網が麻痺し、帰宅困難者に対
しての緊急避難所として院内1･2Fを開放、備蓄し
ている食料を配布した。都内はライフラインが比較
的保たれており、停電が回復するとほぼ平常通りの
業務を行うことが可能であったため、電車の運行状
況に応じて、通勤を自転車に変更しながら日常業務
をこなしていたが、津波の映像がTVで映し出され
る度に、被災地の同級生の安否が気になっていた。
自治医大同窓会からの安否情報を得て安堵し、同時
に支援プロジェクトメールをみて参加を決意した。
院長に参加希望の旨を伝えたところ、「病院を代表
して、是非行ってきて下さい」と快い返事を頂き、
第6陣（4/21～30）で参加することが出来た。同級
生の西澤先生がいる南三陸へ派遣されるのではと
思っていたが、京都19期田儀先生と県立釜石病院
派遣となった。田儀先生とは卒業以来、15年ぶり
の再会であったが、自治医科大学DNAのなせる技
なのか、全く違和感なく、循環器内科を得意とする
総合医、外科を得意とする総合医（？）という立場
で活動することが出来た。寝泊まりは病院の当直
室、食事は支援物資から病院食と同様のものが提供
され、持参した寝袋や食料品は使用しなかった。県
立釜石病院は、海より5-6km内陸で津波の被害を免
れたため、地域の救急を一手に引き受けている状況
で、合わせて市内各所の避難所（派遣時は15カ所）
の巡回診療を担当していた。日中は日産プリンス栃
木提供のキューブで、ほぼ毎日巡回診療を行い（診
療所勤務時の往診のような懐かしさを感じつつ）、
夜間はお互い2回の当直を行った。沿岸部の医療機
関が壊滅状態のため、当直は忙しく、例えば一晩

で、急性心筋梗塞（Vf→DC蘇生後に盛岡に救急搬
送）、不安的狭心症、III°AV	block、イレウス等が
やってきて、田儀先生・釜石病院常勤医・ボラン
ティアの小児科医等と協力しながら加療した。忙し
いとは言いつつも、県立釜石病院での救急医療体制
はすばらしく、各科バックアップがしっかりしてい
たため、不安なく当直を行うことが出来た。あっと
いう間の支援であったが、常に本学卒業生という

「つながり」、被災地を支援しようという日本全国か
らの「つながり」を感じることが出来た。派遣終了
にあたり、釜石病院院長の遠藤先生の部屋に掲げて
あった中尾喜久学長直筆の「忍」という文字の前で
写真をとったが、「医療の谷間に灯をともす」といっ
た自治医大的イデオロギーともいうべきものが、そ
の文字に表現されていた。
　現在、甲状腺専門病院に勤務しており、総合医と
はいわば真逆の診療を行っているが、何らかの形で

「医療の谷間に灯をともしたい」と考えている。
　最後に、この支援プロジェクトに快く送り出して
くれた院長先生始めとする伊藤病院スタッフに感
謝！

茨城県　第20期　鈴　木　章　史

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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　私は、勤務先病院の診療への影響を極力少なくす
るように、ゴールデンウィークの4/28～5/7、第7陣
として参加した。今、当時を振り返り記憶に残って
いることを徒然なるままに記述してみた。
　実際に現地に到着したときの印象は、その悲惨さ
は報道以上ということである。地盤の低い海岸沿い
の道路を行き来するときには、目前に広がる海に得
も言われぬ恐怖を感じたり、夜中には地鳴りのよう
な振動と共に来る余震に目を覚ますこともあった。
現地で過ごす人は本当に大変だ。
　私は登米市立津山診療所（南三陸町の隣町、ベ
イサイドからは20Km弱内陸）を拠点に活動したが
ゴールデンウィーク中と言うこともあり、通常診
療はわずか2日間だけであった。54人の患者を診た
が、うち避難民は27名と半数を占め、約7割は高血
圧、2割は感冒様症状であった。高血圧の患者は、
震災後も継続して同じ薬を服用していたにもかかわ
らずコントロール不良な人が8割を占め、感冒様症
状では軽快増悪を繰り返して長期化する人が多かっ
た。風邪をこじらせ亡くなった被災者のことがマス
コミ等で報道されていたが、ストレスによる免疫力
低下は明らかであった。
　ベイサイドアリーナでの出来事である。私の前を
75歳くらいの老人がトボトボと歩いていた。見る
と、黄色いシミのついたシャツがズボンからはみ出
ていた。また別の老人が来た。彼もズボンのお尻に
シミがついていた。ここには水がない。つまり洗濯
が出来ないのだ。若者は車で25分ほどかけて登米市
のコインランドリーへ行くそうだが、老人にはそれ
が出来ない。彼らは、着の身着のまま、新しいもの
を与えられればそれを着るが、そうでなければ古い
ものを着たままなのだ。水は浄化に必須のものであ
るが、それがないと不浄な物が貯まっていく。津波
として人々の命を奪った同じ水が我々には必須なの
である。私は仮設トイレを2～3箇所回ってみたが、
どれも汚物まみれでとても使えるような代物ではな
かった。その不快さに便も尿も引っ込んでしまっ
た。

　ベイサイドアリーナの食事は、水がないため調理
されたものはなく、すべて支援物資である。朝はパ
ンとケーキと牛乳、昼はおにぎりと佃煮とお菓子、
夜もおにぎりと納豆などなど、コンビニで販売され
ている食事のオンパレードだ。味付けが濃く、塩分
過多、糖分過多にならざるを得ない。私のいただい
た昼食は、おにぎり2個に昆布の佃煮と魚の切り身
だったが、驚いたことにおにぎりの中味はいずれも
昆布だった。第7陣、同僚の十枝先生は、配給され
る食事を毎回摂っていたが、「5日間ほどで手足が
むくみ出しました。野菜不足でカリウムが足りない
せいでしょう」と話されていた。自治医科大学循環
器チームが血圧管理の診療に来ていたが、ストレ
ス、不眠、塩分の多い食事により血圧コントロール
が不良になると結論されていたようだ。しかし、そ
の解決法は水のない環境からは見いだせない。水は
まさに命の源であると今更ながら実感した次第であ
る。
　今回の南三陸町医療復興の立役者は公立志津川
病院内科医の西澤先生（宮城20期）であった。彼
は、「すべては患者のため、地域の人々のため」と
繰り返し述べ、言葉ではなく行動で人々を惹きつけ
ていた。医師、看護師、保健師、薬剤師、医療事務
員、行政職員など多くの人々が彼の周囲に集まり、
医療、看護、介護、生活支援の統合が生み出されて
いった。情報を共有化し一体になる、そして問題が
解決されていく。１＋１は2ではなく3にも4にもな
るのだ。これは、地域医療の発展過程そのものでは
ないかと再認識し、後輩達の仕事に感動を覚えたの
であった。
　今回の支援プロジェクトにおいて、一期生で現地
に赴いたのは、私と高橋教雄先生が初めてであっ
た。一期生に対する期待は私が想像する以上のもの
があったが、自分はどのような役目を果たすことが
出来たであろうか？思い出すのは、被災者であり同
窓会長でもある宮城県一期の青沼先生と一緒に涌谷
町医療福祉センターの温泉につかったときのことで
ある。彼は、日常診療はもとより種々の重要な役職

北海道　第１期　小　窪　正　樹

震災と水と一体性
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をこなし、震災では石巻日赤病院の後方支援業務等
で実に多忙な毎日を送っていた。そのため、後輩達
に会う時間が作れずにいたのだ。私は、「南三陸町
で頑張っている後輩達が先生に会いたがっている、
是非、時間を作れないか」と語りかけてみた。この
声かけがきっかけで、宮城県同窓生が南三陸町に集
結した。自治医科大学は先輩、後輩の関係が良い意
味でも悪い意味でも代々引き継がれてきたが、彼の
影響力は実に甚大で、後輩達は勇気と自信を得て、
大きな喜びに包まれたようだった。
　震災は多くの人の命を奪い、物を破壊した。しか
し、同時に人々は、この苦難の中で、愛し、助け合
い、一つになることの喜びを、一つになることによ
り大きな力が生み出されることを知った。今回のプ
ロジェクトを通して、みんなが心を一つにすれば乗
り越えられない危機はないと私は感じている。
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　本学同窓会主催の東日本大震災支援に参加し本当
に良かった、心からそう思う今日この頃である。
　生涯できない様な貴重な経験をさせてもらい、沢
山の素晴らしい思い出をいただいた上、本学同窓会
と米谷病院から感謝状までいただき、誠に感謝の念
に堪えないのである。大震災発生時の報道を見て、
自分も何かの役に立ちたいと思った卒業生はかなり
多かったと推察する。が、診療科の問題や勤務先の
事情等で、本プロジェクトに参加したくても出来な
かった卒業生が大半だろう。参加できた我々は本当
にラッキーであった。
　今も小院の院長室には、南三陸町の現地対策本部
前で撮った写真（本稿に掲載）と感謝状が中尾喜久
前学長の「忍」色紙とともに一番めだつ所に置いて
ある。それを見て当時のことを懐かしく思い出した
り、辛い時には叱咤激励されることもある。まさに
小生の宝物である。本プロジェクト参加は小生の心
に大きな勲章を与えてくれた。

　3月11日の大震災のメディア報道、特に津波被害
の映像は実に衝撃的であった。1995年の阪神淡路
大震災では支援活動の機会を逸してしまい内心忸怩
たるものが残った小生は、3月12日付の“自治医大
メールマガジン”の被災地支援要請記事を見て、好
機とばかり14日参加を申し込んだ。“ボランティア
は自己完結が基本”と言うので、大量の生活用品

（水・米・コンロ・燃料・寝袋等）を買い揃え車も
整備し、万全の体制を整え出動の日を待った。しか
し小院の事情等もあり出発は4月末になったため、
被災地のライフラインはかなり復旧し必要物品もか
なり減った。
　小生は本学同窓会主催の東日本大震災支援プロ
ジェクト第7陣として4月28日（木）～5月7日（土）
までの10日間、宮城県登米・南三陸町へ行くこと
になった。第7陣は小生、小窪正樹氏（北海道1期）、
十枝めぐみ氏（香川13期）、松島俊裕氏（愛知14期）
の4人が宮城県登米・南三陸町で、折口秀樹氏（福
岡7期）、西山幸子氏（神奈川27期）の2人が岩手県

釜石市であった。

　4月28日夕、数十年ぶりの自治医科大学に到着。
偶然出会った同期の梶井英治教授（鳥取1期）が学
内を案内してくれた。広大な敷地に建つ大学・病
院・付属施設・学生寮の立派さには改めて驚かされ
る。参加者がそろったところで大震災支援対策本部
の尾身茂部長（東京1期）・石川鎮清事務局長（福
岡12期）達から現地の状況・活動の説明をうけた。
33年ぶりに再会した小窪氏は公立芽室病院長をし
ていると言う。丸坊主頭に髭を伸ばしたその変貌ぶ
りには驚いたが、さすが旧友少し話をしただけで打
解けた。松島氏はＷＶ部の後輩である。本学近くの
食堂で遅めの夕食を摂り皆で意気軒昂に気炎をあ
げ、その夜は新学生寮に宿泊。２９日早朝、これか
ら始まるボランティア生活の期待と不安を胸に、用
意されたレンタカーで学生寮を後にした。

　「お…、何んだこれ…」、「これは…、ひどい…」
　峠を越え南三陸町に入ると風景は一変し、一同驚
きの声を漏らした。津波のために大木が薙ぎ倒さ
れ、建物は土台を残し上が無く、海岸から離れてい
るのに漁船が、車が…あちこちで引っくり返ってい
た。町全体が瓦礫化した悲惨な光景を目の前にして
一同次第に無口になった。阪神淡路大震災の被災地
も見たが、眼前の光景は全く違った。「津波は根こ
そぎ奪っていく…」という感じである。
　南三陸町の支援活動には、二つの仕事があった。
　ひとつは、登米市の医療機関（豊里病院・米谷病
院・津山診療所）において被災地の後方医療支援を
する仕事である。5月連休期間中だったこともあり
診療業務はそれほど忙しくなかったが、たまたま米
谷病院で日・当直を担当した時は結構忙しく、救急
搬入が4回あり三次救急歴10余年の小生でもドキッ
とするようなこともあった。
　二つめは、ベイサイドアリーナにある現地災害対
策本部での仕事である。現地災害対策本部の統括責
任者は、津波で壊れた志津川病院の西澤匡史氏（宮

大阪府　第１期　髙　橋　教　雄

皆に感謝！
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心から感謝している。辛い事もあったが得た事は
もっと多かった今回の活動、参加して本当に良かっ
たと思う。̒ 支援活動は人のためならず、自分のた
めになるʼを実感した次第である。
　最終夜、第7陣全員で食べた“宇都宮餃子”は実
に美味かった。これも忘れられない。

城20期）で、我々は彼の業務を手伝った。西澤氏は
町の復興ビジョンを常に考え、人の使い方も上手く
実にしっかりした医師であった。小生の恩師である
NPO災害人道医療支援会（HuMA）の鵜飼先生は
西澤氏の仕事ぶりに感心し、8月北京で開催された
国際救急災害医学会に西澤氏を招聘した。コーディ
ネーター役の十枝氏は国保診療所で毎日200人もの
患者さんを診ていると言う有能活発な女医さんで今
回も適任であった。松下氏は第24陣にも参加するな
ど積極的なやさしい人柄の後輩だ。1期生の小生と
小窪氏は、ただ彼らについて行くだけで良かった。

　支援活動中の生活については、本学同窓会主催と
いうことで贅沢はできず、旅館等で泊まる他の医療
チームと異なりすべて現地流の生活だった。後から
振り返ると、このことが実に良かったのである。宿
泊は病院の家族控え室・当直室を利用したり、現地
災害対策本部のあるベイサイドアリーナでは他の避
難者と一緒に体育館での雑魚寝・寝袋生活である。
入浴は支援生活中の唯一の楽しみで、仮設の自衛隊
風呂に入ったり少し離れるが涌谷町の日帰り温泉を
利用して気分転換した。食事は粗食で、病院食やお
にぎり・パン等の配給食だった。活動中の生活アメ
ニティは下限ぎりぎりと言ったレベルで、不覚にも
3日目に帰阪したくなった程だ。幸い非番時に、涌
谷町の青沼孝徳（宮城1期）同窓会会長宅で同期生
達が歓迎会を開いてくれた。辛い環境下、同期生の
友情・ありがたさがしみじみ心に沁みた。　

　災害医療支援について新たなことも知った。驚く
ことに医療支援はなんと大部分が有償なのだ。ボラ
ンティアと言っても、ほとんどの支援団体は活動後
に人件費・使用した薬剤費等々を被災県に請求する
という。南三陸町で医療支援したチームの中で無償
だったのは、国境なき医師団、HuMA、我が自治医
大同窓会チーム等数えるほどであった。

　今回の支援活動に参加し、普段当たり前と思って
いた日常生活のありがたさをしみじみ痛感した。非
番時には東松島から気仙沼まで被災地を見て回り
‘大津波’被害の甚大さを直に見ることが出来、1000
年に一度という大震災の被災地で生涯出来ないであ
ろう貴重な災害医療体験をさせて頂いた。こうした
有難い機会を提供してくれた本学同窓会には本当に
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　同窓会の東日本大震災支援プロジェクトについて
参加の意思を家族に相談したところ、励まされたの
で、5月の連休に参加することとした。九州厚生年
金病院には石巻赤十字病院への派遣要請があった
が、院長には同窓会のプロジェクトへの参加を許可
していただいた。吉村昭「三陸海岸大津波」を読み、

「海は、人々に多くの恵みをあたえてくれると同時
に、人々の生命をおびやかす苛酷な試練をも課す。」
という言葉を胸に刻み釜石に向かう。
　5月1日昼、小佐野駅に同級生の吉田先生の出迎
えがあり、被災地を案内していただく。両石町、大
槌町と進むにつれて被害が大きく防波堤は中央で破
壊され、津波の凄さを実感する。県立大槌病院で
は、2階の頭の高さまで浸水しており、壁にその痕
跡が生々しい。夕方、県立釜石病院に到着し、当直
業務に入る。被災後の疲れから受診されるかたが多
く、途切れることなく急患が来るが、小川先生やス
タッフの先生、看護師の方の協力でスムーズに仕事
が進む。腸管穿孔疑いの60歳女性、急性心筋梗塞
の80歳の男性が救急搬送され、救急車で2時間かか
る盛岡へ移送された。2時間の仮眠であったが緊張
感からか起床時は元気を回復した。
　5月2日朝、遠藤院長にご挨拶をして、9時から避
難所へ往診に向かう。最初の訪問所は老人ホームの
雰囲気で抵抗がなかったが、学校の体育館の避難所
はやはり生活の場を失った人たちの苦労が感じられ
る環境であった。看護師さん、保健師さんが状況を
把握しているので、仕事はスムーズに進むが、心の
ケアは難しい。妻を流されてから調子が悪いという
言葉を聞いても何と言っていいのか混乱する。普段
の生活と違い、体を動かすことが極端に減っている
ので、動けるのに動けなくなっている人が多く、リ
ハビリの介入が必要と感じた。夜、地鳴りのような
音の後、体が小刻みに震える余震を2回経験し、妻
にメールしたら、心配してくれてすぐ携帯が鳴っ
た。
　5月3日熱が続く93歳女性が、経口抗菌薬で改善
がなく、1期生の河野先生に救急室で診ていただ

き、右下肺に肺炎像があり入院となった。夕方には
顔色もよく、元気を取り戻してホッとした。甲子小
学校に避難していた大槌町の捻挫の女性は、避難所
と指定されたお寺より高い所に逃げて助かったとの
こと。逃げる途中押し車を押して逃げていた女性が
いて、迷ったけれど手を貸して逃げ、その人も助か
り後悔しなくて済んだと語られた。この話に被災者
である看護師さんも涙ぐまれていた。
　5月4日6歳の女の子が、1人避難所に残されてい
たので、声をかけたところ元気よくお話ししてくれ
た。次の場所へ移動しようとすると、なかなか離れ
てくれず、1人の看護師さんを残して近くの巡回に
いった。小学校の新入生のはずだが、学校の話題に
は全く乗ってこない。心理士チームにこの子の状況
を引き継いだ。この日の当直業務は想定内でホッと
した。
　5月5日釜石最後の夜で神奈川27期の西山幸子先
生、小児科応援の北里大学の酒井先生と遠野にある
ジンギスカン屋に行き親交を深めた。5月6日数日前
診察した林業センターに避難していた金野秀昭・梨
紗夫婦の琥珀ちゃんも風邪がよくなり元気だった。
後日福岡の新聞でお二人が震災で延期になった披露
宴を避難所で挙げたという記事をみて感激した。
　帰りは吉田先生と固い握手を交わして別れを告げ
た。新花巻駅から新幹線に乗り、途中南三陸チーム
と合流し、宇都宮でのデブリーフィング報告会に参
加。支援活動を通して、医師不足、連携体制などの
三陸の地域医療の問題点を知ることができた。ま
た、美しく豊かな海をみると、津波に被災してもこ
の海を離れないという住民の方の気持ちがわかる気
がした。
　今回高い志で参加したつもりだったが、普段出来
ていないことは気持ちだけでは出来ないのだと実感
した。ご迷惑をおかけした県立釜石病院の方に感謝
し、今後の復興を祈念する次第である。

福岡県　第７期　折　口　秀　樹

県立釜石病院での支援
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　私はいったい何をしたのだろうか。先陣の皆さん
が学会などで報告される内容を見るにつけ、後陣の
皆さんの活動報告をメーリングリストで読むにつ
け、そしてカフェあづまーれで臨床心理士のみなさ
んが活躍されるのを見聞きするにつけ、私の気持ち
は落ち込んでいく。参加したのがゴールデンウィー
ク中であったこと、各医療チームの撤収時期であっ
たこと、避難所の閉鎖時期であったこと、同窓会
チームの派遣人数が縮小される端境期であったこと
など、自分を慰める理由はたくさんあるが、報告書
に書けるような活動は何もしなかったのではない
か。
　我々第7陣の登米・南三陸チームは1期の小窪先
生、高橋先生、そして14期の松島先生、13期の私
の４名。それまでのチームの中では、平均年齢が最
高であり、車での現地入り最終組であった。ゴール
デンウィークで東北道が渋滞したのに加え、勘違い
から道を間違え余計に到着が遅れ、第6陣の皆さん
には多大なご迷惑をおかけし、出だしから躓いた。
　私はコーディネーターという役割をおおせつかっ
てはいたが、現地の状況を把握しきることもでき
ず、現地のニーズを吸い上げることもできず、ただ
ただ、南三陸町ベイサイドアリーナ医療統括本部の
電話番をしていたというのがおもな業務であった。
医療統括本部の責任者は西澤先生で、支援チームの
コーディネートから、今後の医療体制の構築まで全
ての責任を負っておられ、マスコミの対応から、も
ちろんかかりつけの患者さんの対応まで、休む間も
ない状況を少しでもサポートするというのが本部業
務であったが、どこまでサポートできたものやら。
本部では直接医療行為を行うことは非常に少なかっ
たが、様々な問題を抱えた方が相談に見えられ、一
応医療者であるから多少は役に立つ対応ができたの
ではないかというのがせめてもの慰めである。現地
の状況は1日単位どころか、数時間単位で変化して
いたため、情報を把握し、理解できるようになった
ころには参加期間が終了したという印象である。
　コーディネーターの業務としては、第8陣の先生

方の配置計画というのが主なものであったが、第8
陣から医師2名臨床心理士2名という陣容になると
いうこと、各救護所は撤収され、本格的に南三陸診
療所の保険診療に移行するということに対し、適切
なコーディネートは全くできず、特に、米谷病院の
外来については、はじめに撤収ありきで計画を立て
てしまい、米谷病院の院長先生を始めスタッフの皆
さんには多大なご迷惑をおかけした。臨床心理士
チームの活動内容にしても、当事は問題をひろいあ
げてもfollowできなければ何もならないという、現
場の雰囲気があったため、十分な活動場所をコー
ディネートすることができなかった。参加期間のほ
とんどが休日や祭日であったため行政の方々と話が
できる日程が取れなかったというのは言い訳であ
る。
　自分としてはいろいろな人との出会いがこの支援
に参加したことの最大の収穫であった。1期生とい
う神様のようなチームメンバー、現地のスタッフの
皆さん、医療支援チームの皆さん、そして被災者の
皆さん。日野原先生ともお話させていただいた。そ
して新幹線で帰路に着き、あたりまえであることの
幸せということが改めて身にしみたのだった。私は
何もできなかったが、現地で見たこと感じたことを
地元の学校や老人会などで繰り返し話すことで支援
の輪を広げ続けていくのも活動の延長と考えてい
る。

香川県　第13期　十　枝　めぐみ

第７陣に参加して
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　第７陣の南三陸・登米、第２４陣の前半日程で釜
石へ行かせていただいた。はじめに、大震災で亡く
なられた多数の方々のご冥福をお祈りする。津波被
災地は本当に甚大な被害で、言葉を失った。

南三陸・登米（第７陣：４月２８日～５月７日）
　連休にて応募者多数かと敬遠したが空きがあり、
村当局と協議しつつ急遽、応募した。連休前に東北
新幹線が全線開通し、帰路で新幹線を利用できた。
仮設住宅が建築途上、体育館等の二次避難所から宿
泊施設等を利用した三次避難所へ移動する時期で
あった。途中からベイサイドアリーナ（以下ＢＳＡ）
に避難者がいなくなり、感慨深かった。まだ毎日の
ように余震があった。
　医療面では、仮設診療所が診療開始し、６ヶ所の
避難所救護室を残して二十余の医療支援チームに順
次撤収していただき、元来の保険診療へ移行する過
渡期であった。災害医療から保険診療への過渡期と
いう、貴重な時期を体験できた。
　ガソリン不足は一息ついたが貨幣経済は再開せ
ず、避難所の配給食、自衛隊風呂の生活であった。
南三陸町では特に水不足が深刻で、加工食品ばかり
の日々だった。１週間交代の支援者ならよいが、高
カロリー、塩味・甘味が濃い加工食品を食べ続けざ
るを得ない住民の健康が本当に心配された。私たち
には水・食事といった生活基盤を整える権限や力量
がなく、無力感を抱くしかなかった。
　ＢＳＡで寝起きしつつ、米谷病院の内科外来（２
回）、同院の日当直（１回）を行った。医療統括本
部の支援業務が主であった。救護所の設備、設備に
興味があったためあったため、表敬訪問と称して５
月３日の自由時間を一日使って、町内５ヶ所の救護
所を巡回し、見せていただいた。生来の人懐こい性
格が幸いし、各医療チームと打ち解けることができ
た。各チームの状況、創意工夫がよくわかった。

５月４日のＢＳＡ配給食：上から朝、昼、夕

釜石（第２４陣前半：８月２６日～３０日）
　もう一度被災地支援に赴きたいと願った。村当局
の理解もあり、今度は釜石・大槌へおじゃました。
仮設住宅での生活が外見上は安定してきていた。
　主には県立釜石病院の当直、救急当番といった院
内業務の一部を担わせていただいた。一度大槌の仮
設診療所へ行き、その際に通過した大槌市街地の惨
状には言葉もなく、心が痛んだ。同窓会プロジェク
トも大詰めの時期であり、とにかく「支援をつなぐ」
ことが大切だと考えて赴いた。
　私は診療所勤務医のため、重症患者はトリアージ
して搬送するだけの日常業務である。救急車を受け
入れる側へ廻ることに正直、緊張感があった。
　短期間の支援であり、空き時間に遠出しなかっ
た。日産プリンス栃木からお借りしている自動車を
点検整備することで、機械好きとしての貢献をし
た。

　自治医科大学同窓会には、組織的な活動実績がな
く、指揮命令系統は必ずしも明確ではない。しかし
参加者の個々人が現地医師の指示に従って、秩序と
バランスのよい行動ができたように思う。本部の先
生方のご苦労を察し、深く感謝する。
　村長はじめ村当局、不在をカバーした山添村国保
東山診療所の竹本医師（奈良２０期）、医師不在を
甘受した自域住民、そして私の家族に感謝したい。

愛知県　第14期　松　島　俊　裕

南三陸・登米、釜石の２ヶ所へ赴いて
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　私は、第8陣として、5月5日から14日まで活動に
参加した。メンバーは医師4名・臨床心理士4名で、
それぞれ2名ずつが、釜石と南三陸に分かれ、私は
登米・南三陸地区を担当した。
　南三陸町は当時、町民1万8千人のうち、約5260
人が避難、513人死亡、約660人行方不明であった。
電気は一部復旧していたが、断水は続いていた。避
難所は一次避難所から二次避難所や仮設住宅へ少し
ずつ移り始めた時期であった。高台にある運動公園
とベイサイドアリーナに仮設診療所と医療統括本部
が設置されており、このサポートに入った。ここは
一次避難所でもあり、300名あまりが避難されてお
り、救護所も設けられていた。本部の仕事（各避難
所や救護所・巡回診療の把握・指示、朝のミーティ
ング、夕方の報告）やベイサイドアリーナの救護所
の当直補助、入谷小学校の最後の巡回診療、コー
ディネーター業務などに従事した。5月7日は救護
所の当直補助に入った。当直医が急患の搬送に同伴
した間、当直代理をしていると、次々と救急車の要
請が来た。しかし二人目（トイレの前で倒れている
70歳代の女性（意識状態ははっきりしない））の患
者さんを迎えに行く救急車が足りなくなった。やむ
なく消防隊員の方の自家用車に乗って、自宅に収容
に行った。呼びかけには何とか返事ができ、バイタ
ルは安定していた。意識も徐々に回復された。震災
の片付けなどで疲れがたまっていたとのこと。救護
所に収容し一晩経過観察とし、翌朝無事帰宅され
た。夜間、救護所にはいろいろな患者さんが来られ
るが、レントゲン撮影も血液検査もできない。転送
する後方病院も数10km離れている。病状観察・重
傷度判断の重要性をあらためて実感した。
　町では地元の医療スタッフによる医療への復旧を
目指しており、週末（5月14日）には各医療チーム
による救護所を閉鎖し、巡回診療も終了した。翌週
からは、志津川病院仮設診療所と鎌田医院仮設診療
所の2か所に、巡回バスを利用して住民が受診する
ことになる。住民や看護師さんからは救護所や巡回
診療終了への不安の声も聞いた。地元の医療を立ち

直らせるためには必ず通る道であること、初めは診
療所で長く待つなど混乱もあるだろうが、同窓会医
師も引き続き支援しスムーズに移行できるよう取り
組んでいること等を話し理解をお願いした。
　登米市は南三陸町に隣接し内陸側にある。地震の
被害に加え、元々の医師不足、海岸部からの被災者
で医療現場も混乱していた。そこで登米市の医療機
関の診療支援にも入っていた。支援先は登米市津山
診療所と米谷病院であった。津山診療所（5日間診
療）は患者数1日16-24名で、津山の住民と南三陸か
らの避難者が半々であった。近くの津山若者総合体
育館（一次避難所）を毎日巡回した。避難者は150
名前後。仮設住宅への入居などで毎日数人減って
いた。米谷病院では5月11日に、当直の支援に入っ
た。比較的穏やかな夜であった。ここの常勤医は3
名（内科2名、整形外科1名（後輩））の病院である。
後輩は市内の数少ない整形外科勤務医なのである。
しかし震災で中央材料部・手術部門の入った建物が
全壊し、使用不能となっていた。大腿骨の頚部骨折
の入院患者がいたが、手術ができないので翌朝転院
となった。同じ整形外科医としては、残念であっ
た。
　臨床心理士は、第一陣であったので、現地の心の
ケアに対するニーズ、被害状況の評価を行った。
　最終日（5月14日）に宇都宮で第8陣の報告会を
行い、今後の支援の方向について話し合った。参加
した医師・臨床心理士が自治医科大学同窓会の支援
理念に基づき、同じ気持ちで働けたことは貴重な体
験であった。今後も様々な支援の輪が広がり長く続
くよう期待している。

京都府　第５期　片　山　義　敬

第８陣で参加して
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　震災発生当時、私は卒後6年目で、岩手県下閉伊
郡普代村、沿岸北部に位置する人口3000人の小さ
な漁村の唯一の医療機関である診療所で、村唯一の
医師としての2年の任期を終えようとしていた。
　2011年3月11日14時46分。幸い所内に患者はおら
ず、職員それぞれ貴重品だけを持って各自の車で高
台へ避難した。状況が把握できないまま１－２時間
を過ごしたが、いくら待っても余震が落ち着く気配
がなく、意を決して海岸から約2kmの低地にある診
療所へ戻った。しかし、建物自体にも診療所付近の
村内の様子も一見して変わりはなかった。物品の散
乱する所内から血圧計や薬を持って避難所へ移動し
た。日も落ち、雪が舞い始めた頃、隣接する野田村
から津波に巻き込まれた方が2名搬送されてきた。
しかし、停電の上に何の設備もない避難所ではなす
術がなく、内陸方面へ向かってもらった。自分の無
力さにただ虚しくなるばかりであった。
　夜が明けて、少しずつ近隣の被害の状況が把握で
きるようになった。巨大堤防と防波堤に守られ人家
の倒壊や浸水はなかったものの、村にも15ｍ級の
津波が押し寄せていたこと、漁船や海産物の加工場
は壊滅状態となったこと、村民の中にも行方不明者
がいること、北側の野田村も南側の田野畑村も大変
な被害が出ていることなど、明るい話題はひとつも
なかった。
　津波による国道の寸断で村外の医療機関への受診
がほぼ不可能となったため、翌12日からは日中は
診療所、夜間は避難所にて24時間診療体制を維持
した。連日村内の他の避難所や老人ホーム、在宅診
療をしている患者宅も巡回したが、混乱はなく落ち
着いていた。
　13日に電気が復旧したことをきっかけに村民は
次々と自宅に戻り、14日には避難所は事実上解散
となった。国道の開通により16日以降は24時間診
療を解除、通常の診療体制（日中の外来のみ）へ戻
した。
　その後は薬剤不足のため定期薬を1週間分しか処
方できなくなった上、他院へ通院できなくなった

方、村へ避難してきた他市町村の方などで受診者数
は激増した。また、不眠や疲労の蓄積から感染症が
蔓延しかけたが、村の保健師と協力してうがい手洗
いの励行を村民へ呼び掛け、感染拡大予防に努め
た。その他にも大小様々な問題が浮上したが、その
度に無い知恵を振り絞って対策を講じた。普段以上
に制限のある環境で何もできないことも多かった
し、いまだに自分がとった行動や、その時の選択が
正しかったのかわからない。医者なんて機材と薬が
なければ何もできないということを嫌と言うほど思
い知らされた。それでも、「先生がずっといてくれ
たから安心できました。」という村民の言葉にどれ
だけ救われたかわからない。
　苦しい時間ではあったが、それでも比較的落ち着
いており、被害の大きい地域に手伝いに行けないこ
とは非常に心苦しかった。また、診療所での勤務を
県の辞令通りに3月31日付で離れることにも、途中
で投げ出したような罪悪感に襲われた。自己満足と
言ってしまえばそれまでであるが、もう少し被災
地のために何かしたくて、5月に同窓会の支援プロ
ジェクトへ参加させていただいた。避難所の巡回や
救急外来業務、ヘリ搬送等、慣れないことに戸惑う
ばかりの1週間であったが、釜石病院の先生方はお
忙しい中どんなことにも的確なアドバイスをくださ
り非常にありがたかった。明るく働きやすい雰囲気
の中、遠藤院長を中心に病院スタッフが一丸となっ
て地域医療の再興に向かって努力している姿が非常
に印象的であった。釜石以外の沿岸部の主要な県立
病院にも自治医大OBの先生方が多数勤務されてお
り、それぞれが大変な苦労をされながらこの難局に
立ち向かっていたことは、6月の県人会総会で報告
された。素晴らしい先輩・後輩に恵まれたことに改
めて感謝しつつ、私もその一員として、今後も県の
医療を微力ながら支えていきたいと思う。

岩手県　第28期　叶　城　倫　子

これからのために
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　自治医科大学同窓会被災地支援プロジェクト第8
陣として南三陸町および登米市にて被災地支援を
行った。今回より派遣人数が4人から2人に減った
ため、豊里病院の外来など一部の支援はやむをえず
終了となった。また第8陣より臨床心理士が同行す
ることとなり現地の状況やニーズの調査を行った。
　前陣までは車で移動していたが、東北新幹線が全
線開通となったため、今回からJR・新幹線で被災
地へと向かった。新幹線の車窓からは震災前と変わ
らないように見えたが、郡山を通るあたりからブ
ルーシートに覆われた家が目についた。くりこま高
原駅に到着し臨床心理士と合流。タクシーで津山診
療所へ移動し引き継ぎ後、ベイサイドアリーナへ移
動した。登米市内は道路の凹凸や一部の家屋の屋根
瓦が落ちている程度であったが、南三陸町内に入る
と景色は一変し、辺り一面倒壊した建物やがれきの
山となり衝撃を受けた。
　南三陸町では医療の自立を目指しており、第8陣
が滞在する期間を最後に各医療チームによる救護所
は閉鎖し巡回診療も終了、巡回バスを利用して全て
仮設診療所で診療を行う体制となった。ベイサイド
アリーナ救護所での夜間・休日診療も終了し全て仮
設診療所で行うこととなるなど、第8陣が訪れた時
期は災害医療から保険医療への過渡期であった。
　南三陸町ではベイサイドアリーナ医療統括本部の
本部業務、巡回診療、夜間診療の補助などを行っ
た。本部業務は電話対応、後方病院への空床確認、
救護所へ診療に来られた方の案内、ミーティングの
配布資料確認、各医療チームの報告や引き継ぎを受
ける、などであった。電話対応の内容は新たな支援
や支援物資の申し出、ボランティアの申し出、仮設
住宅の入居について、マスコミからの取材依頼な
ど、医療と関係ない事が多く、その都度関係する部
署へ振り分けた。
　南三陸町の巡回診療は災害医療から保険医療への
移行準備の段階に移っており、今後の仮設診療所の
診療のために病歴、内服薬などの情報を保険医療用
に起こした。

南三陸町の巡回診療

　登米市では津山診療所の外来診療、若者総合体育
館の巡回診療を行った。診療所の外来は1日15-25人
程で、地震や津波による外傷や急性疾患はほとんど
なく、感冒や胃腸炎、砂埃による咳・痰の方や高血
圧、糖尿病など定期受診の方がほとんどであった。
　若者総合体育館は170人程の方が避難しており、
徐々に他の避難所へ移動しているとのことであっ
た。毎日被災者の方々の健康状況、感染症の発症な
どについて看護師や担当者から報告を受けた。定期
通院の方は津山診療所を受診しており、避難所内で
診療を行うことはなかった。
　臨床心理士の活動については、今後避難所から仮
設住宅へ住民の方々が移動されるため、新たな環境
でのコミュニティづくりを行う方針となった。
　今回の支援の中で、特に医療統括本部の本部業務
について、各医療チームの先生方は自分よりずっと
経験もあり、各チームの先生方に指示を出したりま
とめたりするのは非常に緊張した。なんとか無事終
えることができたのは西澤先生をはじめとした現地
の医師・看護師・その他スタッフの皆様のおかげで
あった。拙い支援ではあったが、少しでも役に立つ
ことができたのであればよかったと思う。

岐阜県　第31期　松　久　雄　紀

南三陸町・登米市の支援を行って
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　2011年10月6日の産経新聞に、以下のような記事
があった。

　東日本大震災後、西日本の住民の津波に対する認
識の変化を調べたところ、大震災前よりも小中規
模の津波に対する警戒心が弱くなっていることが5
日、同志社大と東京大の調査で分かった。研究者ら
は、記録的な20～30m級の津波の印象が強すぎ、か
えって津波の高さについて危険性の判断が甘くなっ
ているとみており、「2m級の津波でも家屋を全壊さ
せる威力のある津波の怖さが見失われている」と注
意を促している。

　現在、この原稿執筆時では3.11から半年以上経過
しており、私自身の中の震災の占める割合も徐々に
減ってきた。私が生まれてからに限れば、日本が遭
遇した最大の自然災害であった。
　7日間にわたる宮城県の震災被災地支援は、現在
勤務している積善病院の同僚の先生方の診療面での
バック・アップ無しには成り立たなかった。
　自治医大同窓会のプロジェクトに参加し、貴重な
体験ができたことは、これからの人生を生きていく
上での考え方に何らかの影響を及ぼすであろう。
　以下は活動報告をする。

　5月12日（木）　6時より自治医科大学記念棟にて
ブリーフィングあり、石川先生から説明を受けた。
三瀬先生らと夕食後、新学生寮にて就寝。
　5月13日（金）　移動後、津山診療所にて片山先
生から引継ぎを受けた後、ベイサイドアリーナへ移
動した。道中、志津川の被災状況を目の当たりにし
た。ベイサイドアリーナ到着後、ただちに米谷病院
に移動し、夜間当直をした。呼び出しなし。
　5月14日（土）　若者総合体育館にて9時から12時
まで待機した。1人嘔吐、気分不良あり、救急車に
て米谷病院へ搬送した。午後は予定がなく、三陸道
という無料高速道路にのってみたが、路面がうねっ
ており、制限時速50kmであった。5時ごろベイサイ

ドアリーナへ移動し、尾身先生、苅尾先生、石川先
生、西澤先生にお会いし激励していただいた後、自
衛隊風呂にはいり、就寝。
　5月15日（日）　9時から5時頃まで志津川病院仮
設診療所にて西澤先生の日直をサポートした。10
時から11時までと、2時半から5時頃まで外来業務
にあたり、計10人ほど診察した。小児の感冒、打
撲が目立った。自衛隊風呂にはいり、就寝。
　5月16日（月）　米谷病院へ移動し、9時から5時
15分まで外来にあたり、10人ほど診察した。病院
婦長から病院の諸状況をお聞きした。病院医師室で
上沼診療所の佐々木先生にお会いし、支援により米
谷病院医師の負担軽減になっている旨説明を受け
た。外来終了後、津山診療所へ移動し、澤田先生と
情報交換し、就寝。
　5月17日（火）　終日津山診療所勤務。外来15人、
南三陸2人。若者体育館往診するが著変なし。避難
者131人。
　5月18日（水）　終日津山診療所勤務。外来22人、
南三陸4人、石巻1人。若者体育館往診するが著変
なし。避難者129人。
　5月19日（木）　終日津山診療所勤務。外来15人、
南三陸2人。若者体育館往診するが著変なし。避難
者125人。ただし、私が往診前に低血糖患者1人あ
り、救急搬送された由。5時より翌朝8時半まで志
津川病院仮設診療所の当直業務にあたった。5人来
院あり。そのうち救急搬送1人。重症なし。

高知県　第12期　宮　本　健　史

プロジェクトに参加して
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　私は第９陣：２０１１年（平成２３年）５月１２
日～２１日で、登米市・南三陸地域担当のコーディ
ネーターとして本プロジェクトに参加した。今回の
被災地支援の中で、多くのことを学ばせていただい
たが、その中で①救護所と診療所との相違（被災者
医療から保険診療への転換）、②薬剤師の重要性、
③被災地に隣接する地域への支援の３点については
特に強く印象に残った。

① 被災者医療から保険診療への転換
　被災直後は、南三陸町内に数多くの避難所がで
き、それらの避難所に対して全国から多くの医療
チームが参集し、各避難所に救護所を設置した。し
かしながら、この救護所における医療は「全くのボ
ランティア」であって、南三陸町（志津川病院）に
とっては診療報酬による金銭的収入は全くない。今
回、西澤先生の決断は、「被災者医療（救護所）か
ら保健診療への転換」ということで、５月１４日を
もって避難所（救護所）での医療提供は全て終了と
し、以降は南三陸町仮設診療所での通常診療（保険
診療）に転換するという大英断をされた。これは、
一見してみると避難所の患者さん達にとっては不利
益なように捕えられがちだが、実は南三陸町（志津
川病院）にとっては、「志津川病院の医療スタッフ
の雇用を確保する」という大変に重要な意味を孕ん
だ勇気ある決断であった。実際的には、被災者医療

（救護所）から保険診療へ転換すると言っても、「被
災証明書」ならびに「罹災証明書」を持つ患者さん
にとっては、医療費が控除され、実際の自己負担は
救護所でかかる医療の場合と何も変わらない（多く
の場合自己負担なし）。保険診療を再開することに
より、医師・看護師などのコメディカル、事務員ら
の雇用を維持していけることになる（南三陸地域
の自立に向けてもっとも重要なポイント！）。これ
は、将来高知県で南海地震が発生した際にも、大変
に重要な課題であり、その「救護所から保険診療へ
の移行のタイミング」を視野に入れて医療活動を行
う必要があると考えられた。南三陸町では、ちょう

ど「震災発生後２ヶ月目」にその大きな転換期を迎
えた。

② 薬剤師さんの重要性
　公立志津川病院では、これまで長年に渡って作り
上げられてきたほぼ全ての診療録が津波に流され、
過去の病歴や既往歴、薬剤歴など日常診療に不可欠
の情報が全くない状況であった。そんな中で保険診
療の再開にあたり、ＴＭＡＴやＪＭＡＴ、各都道府
県からの派遣医師（病院単位）による処方ならびに
処方情報が大変に役に立った。特に、彼らが時間を
かけてコツコツと情報収集し作成した一枚の薬剤情
報が最も診療に役立った。高齢者が多く、お薬手帳
も津波に流された状況の中で、ご自身が服用してい
た薬剤の詳細を我々に伝えることは多くの場合不可
能であり、薬剤に関する情報収集の際や救護所での
調剤や投薬、服薬指導などでは薬剤師さんの役割は
大変に重要であった。今後、被災地への医療チーム
派遣を検討する上で、医師、看護師、事務スタッフ
に加えて薬剤師さんも加えた編成にすることが推奨
されると考えられた。今回の被災により、特に電子
カルテについてはサーバーを病院内に設置するので
はなく、安全な高台や内陸部に移した運用（クラウ
ドサーバー）が今後求められると考えられた。特
に、薬剤情報についてはレセプト情報なども含め、
県や市町村単位で一括して情報管理できる環境整備
が求められ、将来的には国策として推進されるべき
ものと考える。

③ 南三陸町の被災者を受け入れる登米市について
　 ～豊里病院（津山診療所）と米谷（まいや）病院

への支援～
　登米市から南三陸町に行くためには、国道３９８
号線または国道４５号線のいずれかを通る。南三陸
町から前者を通って登米市に向かった場合は、救
急（２次）病院として米谷病院があり、南三陸町か
ら後者を通って登米市に向かった場合は、救急（２
次）病院として豊里病院がある。登米市が南三陸町

高知県　第14期　澤　田　　　努

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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も、改めて一から考え直す必要性に気づかされた。
我々支援チームは１０日間のタームで地元に引き上
げるわけだが、西澤先生や渡辺先生らは、まだまだ
この被災地の第一線で復旧・復興の第一歩を踏み出
した段階にあり、今後も引き続いての長期的支援が
必要になることを改めて確信した。
　高知県では、５月３０日（月）に、これまで被災
地支援に入った医師らと合同で今回のプロジェクト
の報告会を開催し、一人でも多くの後輩医師らにこ
の現実を知ってもらい、支援に加わることでかけが
えのない貴重な経験を我々と共有して欲しいと考え
た。この現地報告会を聴いて、「よし、自分も是非
行ってみよう！」と７名の後輩医師が手を挙げてく
れて本当に嬉しかった。彼らは皆、きっと「支援に
行く」と考えるのではなく、現地に赴いて「かけが
いのない経験を積み、自身にとっての貴重な学びを
得る」という気持ちで臨んでくれていると考えてい
る。

　最後に、これまで半年間にわたって本プロジェク
トに参加された多くの先生方、事務局スタッフの皆
さまに対し、心より御礼申し上げると共に、現地で
地域医療を支え続けて、地域医療の再生のために頑
張っておられる西澤先生や渡辺先生、佐々木先生ら
の背中を見て、我々は本当に大きな勇気をいただけ
たことに心より感謝申しあげたい。

※ 高知県の地元新聞でこの支援に関する記事が掲載
されましたのでご紹介いたします。

【２０１１（平成２３年）．８．４　高知新聞記事】

等からの被災者を受け入れる避難所として提供した
施設は、津山若者総合体育館や豊里多目的研修セン
ター、旧鱒渕小学校、旧嵯峨立小学校など多数あっ
たが、そのほとんどは米谷病院と豊里病院が担当す
る施設であった。そのため南三陸町からの救急搬送
や被災者医療に対する両病院の貢献度は大変大きい
と考えられた。そのため、一時期は米谷病院への外
来・当直支援は５月末を目途に縮小または中止の議
論もあったが、先述のような貢献を勘案してやはり
週１～２回の当直は維持していくべきと考えた。豊
里病院は、「我々が津山診療所の外来支援を行うこ
と＝豊里病院の支援」という考え方で進めた。

④ 黒子に徹する医療支援　～よねやま病棟～
　６月から、登米市内に志津川病院の病棟（よねや
ま病棟）がオープンした（３９床：一般２７床、
療養１２床）。そのため６月からの支援体制につい
て、現地の西澤先生と協議を重ねてきた。我々の行
う支援についてのポイントは以下の通り。
・外来部門（南三陸仮設診療所）は、基本的に西澤
先生と渡辺先生が中心となって運営をし、継続性の
ある外来診療を目指していく。（特に５月から菅野
先生の後任として異動した渡辺先生については、

「顔と名前を早く地域住民に覚えていただくことが
重要である」との西澤先生のお考えを最大限に考慮
した）。
・入院部門（よねやま病棟）は、日勤帯も基本的に
自治医科大学支援チームが担い、管理当直のお手伝
いを積極的に行う方針とした。
　南三陸診療所の外来については、上記のような理
由で西澤先生と渡辺先生の地域住民に対する確固た
る信念があり、我々はそれをよねやま病棟（登米
市）から、黒子に徹して精一杯応援をすることが

「求められる支援」の姿だと考えられた。「被災地支
援」というと、どうしても被災現場での医療活動を
イメージしがちだが、このように隣接する地域への
医療支援をしっかりと行い、南三陸町からの救急患
者さんや避難者の方々を確実に受け入れできる体制
を後方から支える姿勢は大変に重要だと感じた。

今回のプロジェクトを終えるにあたって
　あっという間の８日間だったが、私自身今回のプ
ロジェクトで大変多くのことを学んだ。そして近い
将来やってくる南海地震に向けての対応について
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　震災当日、外来診療の真っ最中であった。震源地
から遠く離れた愛媛県では、その揺れを感じること
はなかったが、ざわめく外来待合室のテレビを見て
愕然とした。それから数日は友人の安否確認と、テ
レビの映像から目が離せなかった。KOKIAの「私
にできること」を聞きながら何かできることはない
かと夫婦で考える日々。支援に行こうにも、自分た
ちの病院・診療所を守るだけで精一杯。そんな時、
宮城県の同級生菅野武の姿をNHKの映像で見て、
何としてでも参加しようと強く決意した。1ヶ月先
の外来予約をずらし、代診と当直支援のスケジュー
ルを立て、嫁（同級生）が勤務する隣町との代診派
遣契約を作成し、両町からの最終的な正式決定が出
たのは支援に出発する数日前であった。
　釜石地区での支援活動は大きく分けて2点あっ
た。（1）避難所の巡回診療を月曜日から土曜日ま
での毎日、（2）県立釜石病院における夜間当直を2
回、の2点である。第9陣として現地入りした際に
は、すでに前陣からのシステムがほぼ出来上がって
いた。それを継続しつつ、散乱した膨大なパソコン
内情報と紙情報を整理し、後陣にも分かりやすいマ
ニュアルや地図作りを主活動とした。
　まずは、1点目の巡回診療についてである。今回
の第9陣では、医師が2人派遣から1人派遣と減員に
なった。それに伴い、前陣が2チームに分かれて毎
日巡回診療していた避難所の18ヵ所のうち、A地
区（10ヵ所）を月水金曜日に、B地区（8ヵ所）を
火木土曜日に巡回するという隔日での巡回診療へ変
更した。仮設住宅への入居が徐々に決定しており、
また交通の便も改善され、避難所での医療の必要性
が低下している時期であったため、特に混乱もなく
移行できた。震災発生から丁度2ヶ月経過したこの
時期に巡回回数を減らしていくのはタイミングとし
ては良かったと思われる。ただ、最良のタイミング
であったかと問われると疑問も残る。すでに急性期
医療は過ぎており、避難所での医療よりも救急病院
への殺到の方がより重要な問題点として見受けられ
た。被災者の自立を促すために、また救急病院の勤

務医が疲弊しないように、もっと早いタイミングで
病院外の支援から、病院内への直接支援へと転換で
きたかどうか議論する必要がある。
　2点目の支援活動は県立釜石病院内での当直支援
であった。一晩で20人前後の急患が運ばれてくる
釜石病院。一次救急から三次救急まで、全科全年齢
の患者が病院を頼って来る。1週間の支援期間内に
2回の夜間当直を経験した。待機の常勤医がいる中
での当直は、安心感を持って臨むことができた。こ
のような夜間の診察内容についてのフィードバック
を、各科専門医から受けられるようなシステムがあ
れば、研修病院としても非常に魅力的である。
　医師としての活動に加えて、前8陣から臨床心理
士チームが同行していた。今回同行したのは、山口
剛史と田山未和の2人で皆同世代であった。疲弊が
溜まった中日の軽い一杯に、疲れも吹き飛んだ。臨
床心理士チームでは、市職員で遺体の捜索、搬送、
安置に関わるなど、ハイリスクの方に対して面談を
実施した。他のこころのケアチームや地元の保健師
も活動しており、その会合にも参加した。消防職員
には全国共通のケアがあるようだが、医療従事者、
介護・福祉職へのケアが少ない。まだ実際に面談を
設定する段階ではなかったが、ニーズを探りながら
慎重に調整を進めた。
　かつて、2007年の能登半島地震の直後に、最も
被害の大きかった輪島市立輪島病院に赴任した。当
時は支援される立場として、多くの人からの支援を
受け取った。今度は支援する側として、何か恩返し
ができたであろうか。支援プロジェクトへの参加、
旧友との出会い、新しい出会いを通じて、医療人と
してだけではなく人間としても成長させてもらえ
た。

愛媛県　第28期　清　水　雄　三

支え合い、出会い、人とのつながり
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　この度の東日本沖地震および各地を震源とする地
震、津波、原子力発電所事故により被災された皆様
に心からお見舞い申し上げるとともに一日も早い復
興をお祈りいたします。
　私は1995年（平成7年）に自治医科大学を卒業し、
義務年限終了後に北海道大学病院総合診療部に助手
として短期間ではありますが籍を置いていました。
しかし総合診療の限界を感じ札幌市内の民間病院に
就職しました。本学卒業生医師としては地域医療に
も総合診療医の育成にも貢献できずに悶々とした
日々を送っておりましたが、何か本学に貢献できる
事がないかと常日頃考えておりました。
　2011年3月11日に発生した東日本大震災により札
幌でも震度4の地震が長い時間続き、当院透析室の
患者さんのテレビで大津波が押し寄せ、次々に家や
車、人をのみこんで行く壊滅的な光景を目の当たり
にしました。速やかに自治医科大学医学部同窓会東
日本大震災支援プロジェクトがメーリングリストで
発信され、第10陣（登米・南三陸地区）コーディ
ネーターとして参加させていただく事となりまし
た。
　津山診療所を拠点として、津山診療所での外来診
療を廣瀬医師と交代で行った。南三陸町最大の避難
所であったベイサドアリーナは閉鎖されおり、同施
設内にある志津川病院仮設診療所での外来診療と当
直を行った。土・日も仮設診療所でのオンコールと
して東北大学出張医の補助を行った。前週から保険
診療に移行されており、町内巡回バスにより各避難
所から患者さんが受診されていた。1日平均100～
130人の方が内科外来を受診されており3人の内科
医で診療を行った。DMAT（災害派遣医療チーム）、
TDMAT（徳洲会災害医療協力隊）、国境なき医師
団などの医療チームが避難所ですでに聞き取りを
行っている患者さんもおり、その聞き取り内容を参
考に処方した。不眠や倦怠感、血圧の上昇など体調
不良を訴えられる方も多く、夜間は小児、外傷の患
者さんの受診もあった。感冒症状、胃腸炎症状の患
者さんもいたが、幸いなことに集団発生はなく感染

の拡大も見られなかった。気仙沼市より1000本の
肺炎球菌ワクチンの寄贈があり南三陸町で接種が開
始されることとなった。近隣の医療機関では高齢者
の肺炎の入院患者が多いとのことで、夏の暑い時期
に入る前の速やかな接種開始が望まれた。一方で残
念ながら将来を悲観しての高齢者の自殺者もいたの
も事実である。津山診療所近くにある若者総合体育
館には、当時120人弱の方が避難されており、1日1
回は巡回訪問をして健康状態の把握と集団での感染
症などの発生がないか確認を行った。また、閉館し
た特別養護老人ホームを使用して福祉避難所が開設
されており、入所者の把握を行うとともに、健康状
態、服薬内容、既往歴などの情報収集を行った。ま
た、登米市立米谷病院の週１回の外来と3回の当直
を行った。6月1日より志津川病院よねやま病棟が
開設され、それに伴い志津川病院仮設診療所は南三
陸診療所と名称変更となり、後方入院機関として機
能することとなる。その移行直前に我々の派遣期間
が重なり、第11陣は移行日程をまたぐ形となり身
体的にも精神的にも、非常に苦労が多かったのでは
ないかと推察される。また、同行した臨床心理士は
事情によりボランティアとしての活動のみが唯一認
められたが、歯がゆい思いをさせてしまい今でも心
残りである。
　自治医科大学を卒業しながらも、卒業期、出身県
が異なり全く面識がなくても、今まで一緒に仕事を
していたかのような親近感を感じた。本学卒業生で
本当に良かったと心から感じた。今までの経験を活
かす事もできたし、今回の経験がこれからの医師人
生にも影響を与えたのは間違いない。貴重な経験に
なったと思う。今回のプロジェクトでお世話になっ
た本学および本学同窓会、快く送り出してくれた当
院の職員、登米・南三陸の関係各位にこの場をお借
りして心から御礼申し上げたい。

北海道　第18期　齊　藤　　　晋

東日本大震災支援プロジェクト（第10陣）に参加して
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　今回、同窓会の支援を受けて、第10陣として被
災地支援を行ったのでここに報告をする。
　第10陣は北海道出身の自治医科大学の先輩であ
る斉藤晋医師を中心として支援活動を行い、昼も夜
もいろいろ相談することができ、有意義であり充実
した支援活動を送ることができた。
（1）津山診療所支援→震災前に閉鎖されたが近隣
に避難所があることまた多くの被災者が親戚などを
頼りに近くに住んでいることもあり、再び開設され
た経緯があった。医師は毎週の様に入れ替わった
が、診療所の看護師さんの気配りと自治医大出身者
の持ち前の臨機応変の良さで比較的スムーズに引き
継ぎが行われていると感じた。業務としては一般外
来が中心であったが、受診される患者さんには被災
者の方も多くおり、震災当日の様子をうかがい知る
ことができた。
（2）避難所支援→津山診療所近くに若者総合体育
館があり、避難所として使用されていた。我々が来
る前には感染症の流行があるなど対応が大変な時期
もあったようだが、我々が支援した頃は、かなり落
ち着いており、避難所リーダーの指示のもとにかな
り統率がとれているようであった。支援期間中はほ
ぼ毎日訪問をおこなったが、１-２人の健康相談を
受けるという具合であった。
（3）福祉避難所往診→我々の陣から行うように
なった。柳風園という閉鎖された特別養護老人ホー
ムを利用し、要支援.要介護相当の方（認定を受け
ているかどうかは不明）の方々を一時的に避難させ
11人が入所していた。我々が最初ということもあ
り、現病歴、薬剤歴などが不明な方も多くいたた
め、状態把握に多くの時間が割かれた。また、遠方
の病院に通院している方も多くおり、通院困難で
あったため、津山診療所からの処方に切り替えた患
者もいた（もちろん紹介状をもらったうえで）。
（4）米谷病院当直及び外来→直接被災したわけで
はないが、（といってもエレベーターは故障したた
め入院患者は自分で歩くか病院スタッフが抱えての
移動であった）近隣に被災地域があるために外来及

び当直の支援をさせていただいた。ご多聞にもれず
かなり医師不足著しい地域に見受けられた。そんな
なかで病院長の遠藤医師は１８０人近くの往診患者
を抱えており昼夜地域につくしておられた。また、
私が当直をした翌朝起きると医師は病棟拭き掃除な
どをおこなっており、本人は「朝のちょっとしたボ
ランティア」と言っていたがすごい、、、
　地域にはこんなにがんばっている医師がまだまだ
いることを実感し、同じ地域医療医を目指す私に
とっては感動的な話であった。
（5）南三陸診療所外来支援→我々が支援した時期
は、ちょうど災害医療から保健医療に転換する時期
であり、それほど支援の回数が多いわけではなかっ
たが、その中でも多くのことを学ぶことができた。
また仮設診療所とはいえ、血液検査、レントゲン、
超音波検査がそろっており必要な医療が迅速に行え
る体制が整っていると感じた。
（6）その他→ちょうど臨床心理士の立場、動きが
微妙な時期であった。コーディネーターの先生を中
心として、他の医療チームとの連携にあたった。結
果的に良い形で臨床心理士の活動が終えてよかっ
た。また、次陣から旧米山病院の病床を利用する計
画もあったことからその橋渡しも行った。
　今回の活動を通して、震災支援という側面だけで
はなく、地域医療を志す私にとって大変学ぶべきも
のが多かった。この支援をサポートしていただいた
同窓会の先生、大学の先生、また心より送り出して
くれた診療所のスタッフに心より感謝する。

岐阜県　第24期　廣　瀬　英　生

第10陣支援報告
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　2011年（平成23年）3月11日午後2時半過ぎ、私
は北海道の東、町立厚岸病院で外来診療を行ってい
た。長い横揺れではあったが、特に気にならず、そ
のまま診療を継続していた。私が仙台出身であるこ
とを認識していた看護師が「先生、テレビ」と走っ
てきた。自衛隊のヘリコプターからのリアルタイム
の映像を見て、息を飲んだ。後で話を聞くと、現地
では停電のため、そのような悲惨な映像は、1ヶ月
ほど経過してから見たとのことであった。アメリカ
の同時多発テロを、生放送で見た大学１年生の頃を
思い出し、映像だけでもPTSDになりそうなショッ
キングなものであった。
　北海道の水産への打撃は大きかったが、やがて立
ち直っていった。しかし、東北の沿岸部全域の経過
を追うにつけ、なんらかの援助をしたいと考えてい
た。自治医科大学の同窓会チームが立ち上がるも、
超急性期から急性期の活動支援では、自分が手を挙
げる自信はなく、諸先輩方の活動をメーリングリス
トで追っていた。私が参加したのは、5月20日から
27日までの１週間、県立釜石病院への支援であっ
た。　春の陽気の花巻、遠野を過ぎて、釜石入りし
た。臨床心理士の小橋優子さんと、吉田副院長に沿
岸部を案内して頂き、被災状況を確認した。その後
も時間を見つけて、大槌町や山田町などの状況を自
分の目で見ることができたことは、被災者の心情を
少しでも共感するのに必要であった。また、自分の
震災への意識を高める面で、大いに役に立ってい
る。
　1時間以上の申し送りを経て、第9陣の流れを引
き継ぎ、活動を開始した。計18ヶ所の避難所への
巡回診療と、県立釜石病院の夜間当直を行った。巡
回診療については、過ごしやすい季節でもあり、避
難されている方々は、瓦礫の片付けや職探しに活動
的であった。急病を早期発見するというよりは、震
災前と同じように定期通院するために、かかりつけ
医を探す橋渡し的な役割が主であった。また、県立
釜石病院を退院された方が、避難所または自宅まで
の療養の場として、5月26日から、市の元特養施設

（清風園）23床の使用が始まり、初めての患者さん
を診察させて頂いた。復興に向けて、次々と新しい
試みが始まり、緊張感を持って業務に当たった。
　夜間当直に関しては、学生時代の後輩が2人も助
けてくれたため、無事に終わることができた。症例
としては、北海道の地域医療で勉強してきた範囲で
カバーできたが、症例数は野戦病院のそれであっ
た。病棟は満床、処置室は短期入院の患者も含めて
溢れている状態であった。搬送は、盛岡へ往復5時
間の道のりであるが、今回は搭乗の機会がなかっ
た。手術室の使用も、局所麻酔レベルで一部始ま
り、人手不足の補充としての役割は果たせたかと思
う。そして第11陣にたすきを繋いだ。
　吉田副院長の同期である、山本博徳先生（高知7
期）が応援に来られ、活動を共にした。院内の勉強
会を担当され、スタッフで講義室は満員となり、盛
況であった。同時期に、世界の王貞治が釜石を訪問
していたが、常勤の消化器内科医にとっては、王さ
ん以上の喜びであったとのコメントに笑いもあっ
た。震災後、初めての講演会とのことで、現場の士
気が高まった印象があり、新しい支援の形を見た。
たいへん勉強になった。小橋さんには、色々と話す
中で患者さんだけでなく、私の緊張も和らげて頂い
た。
　短い期間であったが、支援の輪に参加できたこと
は、貴重な経験となった。県立釜石病院のスタッフ
の皆様への、感謝の気持ちで一杯である。帰りの際
に、「また地震があったらよろしく」と明るく言わ
れたことが忘れられない。「北海道も宜しくお願い
します」と返したが、実際に道東沖地震も、高確率
で予想されている。日本は小さい国であるが、北海
道から沖縄まで、心が繋がっていることが実感でき
た。一東北人としては、JMU	RED	SPすべてのメン
バーに、心から御礼申し上げる。

北海道　第30期　加　藤　　　励

釜石チーム第10陣　活動報告
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　2011年3月11日午後、京都府北部の京丹後市立弥
栄病院で診療に当たっていた。カルテを書いている
と、「めまい？」と身体が揺れているように感じた
が、それが遠く京都まで届いていた震災の振動であ
ることが分かるのに、それほど時間は掛からなかっ
た。1995年阪神淡路大震災の際には、自らは微細
な被災であったにも拘わらず支援に当たれなかった
負い目もあり、すぐにでも同窓会プロジェクトに参
加したかったが、勤務場所が多岐にわたっており、
その調整がつかなかった。初動で大きな役割を果た
した古屋君（山梨10期）、白石君（徳島15期）のよ
うに、普段から自分が居なくても業務が行えるよう
なスタッフの理解と信頼の必要性を感じた。
　そこで、私はまず、短期間（3日）の派遣である
JMATの一員として、4月初旬に京都府医師会を通
じて福島県いわき市に出向いた。避難所の巡回診療
が中心であった。派遣に当たって「医療チームで対
応することは医療ニーズを掘り起こしてしまう面が
あるので問題」と言われる方もいたが、現場で被災
されている方と接し、何気ない会話から話を始めれ
ば、東北の方々の我慢強い気質の表れだろうか、そ
れまで遠慮して医療スタッフに医療的問題を訴えな
かった人が多くおられ、たとえ数日の関わりであっ
ても、本当に必要なことを被災された方々から引き
出すことも大きな役割だと感じた。また、被災者で
あるいわき市医師会の医師や事務員が多くのコー
ディネーター業務を行っておられ、医師会幹部の方
が毎日午後に震災関連業務に就くため、地元患者さ
んからの診療の求めをお断りされている姿を目の当
たりにした。多くの医療者が支援に入っているが、
本当に診てもらいたいのは地元の慣れ親しんだ医師
なのであろう。「診に行ってあげてください」と言
いたかったが、それもできず、そのような状況に追
い込んだ震災の非情さを感じ、支援のあり方も、地
元の被医療者の視点も必要だと感じた。その当時の
同窓会プロジェクトの支援体制の詳細は他報告にお
任せするが、被災の寡多に寄らず、被災された方々
の意を充分に汲み、継続して一貫性を持って支援体

制全体を俯瞰できる支援者の存在が不可欠であった
事は想像に難くなく、派遣初期よりそのスタンスを
貫いていたこのプロジェクトの先見性を誇りに思っ
た。
　その後、震災発生から２ヶ月以上を経ち、支援体
制が落ち着きを見せ始めた5月27日に第11陣として
現地入りした。新幹線で古川駅まで行き、その後タ
クシーで現地入りしたが、地元運転手の方でさえ、
通行止め道路が充分把握できておらず、多少右往左
往したが無事、到着。前陣コーディネーター齋藤君

（北海道18期）に派遣先を案内してもらった。4月
のいわき市派遣時にも津波被災の凄まじさを目の当
たりにしていたが、海が見えない谷筋の土地にまで
到達している広大な被災地には言葉を失った。その
ような中、店舗が失われた場所で車による移動販売
も行われていて、現地での最初の食事を調達した。

　被災地入りした夜には、上沼診療所の佐々木直英
先生が、これまでの経過と、メールなど言語化した
情報だけでは伝えきれない現地の生の状況をブリー
フィングして頂き、本格的に現地での活動に入るた
めの心身の準備ができたことは大変有り難かった。
そして、各陣が入る度に行われたこのブリーフィン
グにより、このプロジェクトが切れ目なく、継続し
た活動になり得た原動力であったと思う。
　第11陣として、田畑君（兵庫13期）と私が派遣

京都府　第10期　土　井　たかし

震災支援～多くの気付き～
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ぼ限られていて、ヒトの住まない山林をえぐり削っ
たりはしていなかった。被災していない自分が言う
事ではないのだが、この地では、ヒトが暮らしてい
ける土地というのは、幾年にわたり、何度となく押
し寄せた津波によって作られたものなのかと、ヒト
の一生の年月を越えた地球規模の時間軸の存在を思
い知らされた。その時間軸を思う時に、津波に限ら
ず、自然がヒトに与える試練を経て、ヒトがこの地
球に住まわせてもらっている、との思いも湧き、被
災地でなくても、地球という自然の営みの中で生か
されている自分たちであることに思いを寄せる事も
時として必要だと感じた。
　このように普段の診療では得られない、多彩な気
付きがあった震災支援であるが、支援をして成し得
たことよりも、現地の皆様から頂いた多くの勇気、
元気の方が、私にとっては大きなものとなった。今
回の支援で関わらせていただいた現地の関係者の皆
様が、多くの職場の仲間や家族を失われているにも
拘わらず、「今、自分が何をすべきか」という共通
認識の元に、少ない資源、限られた環境の中、笑顔
で仕事に就いておられたことは、今もこれからも私
の中では忘れることのない、貴重な経験になった。
また、派遣時に、自分の日常の業務を支えてくれた
多くの方、プロジェクト全体のコントロールをして
頂いた多くの大学のスタッフ、関わって頂いたすべ
ての皆様に感謝したい。
　将来、日常を取り戻した東北で、笑顔での再会を
祈念して筆を擱きたい。

されたこの期間中、志津川病院仮設診療所が南三陸
診療所に改称し、志津川病院よねやま病棟が開設さ
れ、医療体制の再構築がなされる過渡期で、しか
も、現地陣頭指揮の中心である西澤先生が中国での
第17回世界災害救急医学会発表のため不在であっ
た。私たちの責任も重かったが、第9陣宮本君（高
知12期）、澤田君（高知14期）、第10陣齋藤君、廣
瀬君（岐阜24期）が、移行に伴う事前準備をしっ
かりしてくれていたおかげで、私たちは大きな負担
なく自分たちの役割を果たすことができた。自治医
科大学という繭から地域に飛び出した同窓生の強い
繋がりを実感できたのは大きな喜びであった。
　また、被災された方の心理的、精神的な影響につ
いては多くを考えさせられた。心的外傷後ストレス
障害については、一般にも認知されているが、今回
の派遣でも、私の派遣前日に自ら人生に終止符を打
たれた高齢の方がおられたり、向精神薬、睡眠導入
剤を多量に内服された方を診察したり、多くの方に
接する機会があった。後者の方については、私自身
はあふれくる思いをゆっくりと傾聴することしかで
きず、通院中の精神科の病院にも入院ができなかっ
たが、米谷病院への入院を快く受けて頂いた。ま
た、行政の保健師の方が、このような方々を充分と
把握できていない状況もあり、各方面との情報の共
有化の難しさを感じたが、被災以前からラポールの
取れた人間関係の重要さと、一方でその人たちだけ
に頼ると、一部の方への負担が大きくなるリスク
と、相反する難しさがあることを充分認識して被災
地支援に入る大切さについても、身をもって知っ
た。
　また、この期間中、臨床心理士派遣について、
メーリングリストなどを通じて、多くの方と議論を
重ねた。「心のケア」チームとして同一地域に現地
入りしていた岡山大学や熊本大学のチームや現地の
保健師との連携のあり方や、交替で派遣される臨床
心理士としてふさわしい活動など、すぐに結論が出
ない事も多かったが、着実に前進し、後日、平成の
森仮設住宅に「カフェあずまーれ」が開設されたこ
とは、今も大変嬉しく思っている。
　被災現場を実際に見て初めて気付くこともあっ
た。広大な被災地は遙かに自分の常識を越えたもの
で、海岸線から遠く離れた場所にまで津波の爪痕が
及んでいた。その被災地を見て気付いたことは、被
災した土地は、住宅や田畑などヒトの生活範囲にほ



― 83 ―

　5月26日から6月4日までの10日間（実働8日間）
東日本大震災支援プロジェクトの一員として被災地
に赴いたことは今なお私の心に深く刻まれている。
折りに触れ東北地方の地図を眺め、また、松尾芭蕉
の『おくのほそ道』を繰り返し紐解き当時を思い出
している。私の派遣は第11陣であった。コーディ
ネーターは京都10期生の土井先生だった。同行し
た臨床心理士さんの業務から支援基地とした津山診
療所の生活環境まで非常に目配りの効く先生で私が
支援に集中できたのは土井先生のおかげだと今でも
感謝している。いいチームだった。

左から筆者、土井先生、石川先生（自治医大駅にて）

　私の支援活動は、米谷病院の当直から始まり、南
三陸仮設診療所の外来・宿直、津山診療所の外来と
近くの避難所巡回、よねやま病棟業務と前もって決
められていたスケジュールに従って整然と過ぎて
いったように思う。あっという間の10日間だった。
1995年1月の阪神・淡路大震災の時は、全国から多
くの支援をいただいた。しかし、私自身は兵庫県出
身ながら支援に行くことができず、心の中ではわだ
かまりがあった。そのため、今回はその時の思いも
含めて、与えられた業務を自分なりに精一杯やっ
た。次の陣にも上手く引き継げたと思う。
　被災地支援に行く前は被災地に行くことは人のた
めだとは言いながら、実は自分のために行くのでは

ないか、部外者の自分の考えや思いを押し付けるだ
けの自己満足なのではないかと迷いがあった。診療
所で一緒に働く迫先生（鹿児島1期生）と震災や支
援の話をするうち、迷っているよりも目の前の自分
の出来る支援に集中しようと思うようになっていっ
たが、実際に目の当たりにした様子は想像を超えて
いた。震災からすでに2ヶ月以上経っていたが、一
瞬にして日常を奪われた被災者の人たちの悲しみや
苦悩は深く、部外者の自分がその場にいていいの
か、このような体験をした人たちと何を共有し、ど
う寄り添っていけばよいのかと思われ、現地の人た
ちと打ち解けて話をすればするほど心苦しく、心の
葛藤は今でも消えたわけではない。しかし、それで
も支援に参加させていただいてよかったと思ってい
る。それは、私の見た現地の人たちは、全員自らが
被災者にもかかわらずめいめい自分の仕事を黙々と
こなされていた。自分を同じ立場に置き換えた時、
本当に頭が下がる思いだった。いつの時代も社会は
このような多くの人たちによって支えられているの
だと思うし、そう信じたい。そして私もそういう社
会の一員でありたいと思えたからだ。
　今回の震災派遣では多くの人たちに助力をいただ
きました。診療所の職員の皆さん、このような機会
を与えてくださった自治医科大学同窓会の皆さん、
私を励まし送り出してくださった家島の皆さん本当
にどうもありがとうございました。この場をお借り
して深謝いたします。最後に、この度被災された皆
様に心から哀悼の意を示すとともに再び力強く立ち
上がられますことを心から祈念いたします。

兵庫県　第13期　田　畑　雅　彦

東日本大震災の支援（登米市・南三陸町）に参加して
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　６月３日からの１週間釜石にて活動させて頂い
た。震災から３ヶ月、避難所から仮設住宅への移行
が進みつつありながら、津波に破壊された家屋のが
れきはまだまだ手付かずの地区が多い状態であっ
た。主な活動は、避難所巡回診療（釜石市内１８か
所の避難所を２コースに分け週3回訪問）とＥＲ当
直（週２回）であった。
　一番の感想は、やはり卒業生のつながりの深さで
あろう。知らない土地のはずなのに、同期・同県
人・先輩後輩・同じサークル等知った名前がどんど
ん出てきて驚き、またうれしくなる。自治医科大学
出身者はそのしくみ上、卒業後は皆散り散りにな
り、そう簡単には集まれない。それでこういった出
会いに特に強く感動してしまうのかもしれない。と
もかく勇気づけられ安心する。このようなつなが
り・縁は大事にしたいものである。
　報告書をまとめるにあたり、改めて今回のプロ
ジェクトで私たちが行なったことの意義は何だった
のか考え、列挙してみた。
　第一に挙げるべきは、やはり被災地の医療業務の
支援である。現地の先生方は、長く気が休まらない
まま激務をこなされている。少しでもそのお手伝い
になれたとしたら幸いである。また主に避難所の診
療に携わり、そこでの環境改善にも関わらせて頂い
た。夏にむけての暑さとハエなどの虫対策に悩まし
い時期であった。
　第二に、自分のためという面もある。このような
事態に自分は何ができるのか知りたい、またできる
ことをしておきたかった。プライバシーと字数の問
題があり詳しくは書けないが、避難生活から起こる
様々な事例を診させて頂いた。期間中の出来事・感
じた事を日記風に記録しメーリングリストに流した
りなどもしていた。自信作なのだが長々と1万１千
字にもなっており、残念この場では披露できない。
大事にとっておくことにする。なかなか私たちの業
種は、普段の持ち場をはなれて新たな活動をするの
が難しいものである。このようなプロジェクトに参
加できるのは貴重なことであった。一週間は短いよ

うで長い。留守を支えてくれた同僚はじめ地元の
方々に感謝である。
　第三に、いつか来る次の災害に備えることであ
る。地震・津波は必ずまた起こる。私の地元千葉県
も危険性は高い。防潮堤などで防ごうにも、想定外
の規模のことが起こる。地元で被害が出たときどん
な事が起こるのか、どう対処するかを考えておかね
ばならない。今回現地で見聞きしたことがそれら対
策の一助になればと思う。また本学同窓会として
も、プロジェクトのノウハウを残しておけば、次の
大災害時にも迅速・有効な対処が組みやすいであろ
う。その際はまた派遣に参加できたらと思う。い
や、もう当分そんな機会は無いとよいのだが。
　第四に、現地の状況を忘れないことである。震災
から半年以上が過ぎ、報道等で取り上げられる機会
も少なくなるが、現地はまだまだ落ち着いてはいな
いのである。当プロジェクトは終了となったが、震
災の影響は終わらない。派遣時に自分の目で見た光
景をしっかり胸に刻んで、また周囲の人たちに伝
え、今後につなげてゆきたい。
　短い期間とはいえ、一週間の密着活動ですっかり
釜石びいきになってしまった。いつかまた落ち着い
た頃、復興した釜石に行ってみたいと思う。

往診車と仲間たち

千葉県　第20期　関　　　洋　史

釜石派遣を経験して



― 85 ―

第12陣（6月3日～6月10日）
◆　南三陸・登米グループ
　　岩瀬弘明（山梨18期）
　　笹本将継（山梨28期）
　　小俣和義（臨床心理士）
◆　釜石グループ
　　関　洋史（千葉20期）
　　石森大介（臨床心理士）

釜石地区
　釜石市内18ヶ所の避難所巡回をそれぞれ週3回、
釜石病院ER当直を週2回おこなった。
　岩手県内での仮設住宅用地の確保が完了し、避難
所から仮設住宅への移行期となる。
　診療内容は、風邪症状・体の痛み・胃腸症状・健
康相談・心理面（避難者数　616人、診療・相談者
数35人）
　釜石病院への派遣人員は本プロジェクト1名の他
に6/10より自治医大本院からの派遣が始まる。
　退院後中間施設への訪問診療も始まった。
　今後の課題として、避難所の暑さ、衛生面の悪化
が上げられる。また心理的な問題が増加してきてお
り、臨床心理士による支援を続ける。

南三陸・登米市地区
　被害が大きかった南三陸町とその後方支援の主体
となる登米市の支援を行った。
　南三陸仮設診療所も保険診療に切り替わり、患者
も慢性疾患が多くを占めるようになった。
　6月17日に内科医（青木先生）が新しく赴任され
るため、南三陸での自治医大の外来枠はなくなる予
定（金曜日の当直は継続）。
　志津川病院の病棟機能として、そこから車で４０
分ほど離れた登米市のよねやま診療所の病棟を使用
して６月１日より運用が始まった。今後はこの病棟
の支援が中心となると考えられる。
その他
・津山診療所外来（月・水・金）：1日20人前後　

南三陸からの避難者は1/4程度
・米谷病院当直（水・金）
・津山診療所近隣の避難所巡回（福祉避難所と若者

体育館）

臨床心理士の活動について
　南三陸の歌田地区の仮設住宅に、入居者のコミュ
ニティとしてカフェを作ることを保健師さんから提
案された。現在国境なき医師団がベイサイドアリー
ナで行っているカフェの設備・ノウハウを無償提供
してくれる方向になった。譲渡先は、南三陸町（保
健師）とし、自治医大チームはそのサポートとして
入る方向で調整をはじめた。
　そのため、現在行っている登米市避難所でのボラ
ンティア活動は縮小方向とする。

山梨県　第18期　岩　瀬　弘　明

南三陸・登米グループ報告
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　2011年3月11日、その日は前日の当直が明け、昼
で勤務終了し、午後には札幌市内の自宅で一息入れ
ていた。そこに突然の揺れ。なかなか終わらない。
気味の悪い横揺れが続く。慌ててテレビをつけた。

「大津波警報発令」･･大津波？戸惑っている内に、
信じられないような光景が画面に映し出された。
　最後まで避難を呼びかけつつ自らは津波にのまれ
た、南三陸町防災センターの女性職員の話、児童と
教師、併せて80人以上が亡くなられた石巻の大川
小学校の話、等々、日を追うにつれて、次々と情報
が入ってくる。焦りのような気持ちが高まってきて
いた･･と、４月の中頃だったろうか、自治医科大学
同窓会の支援プロジェクトが応援の医師を募集して
いる事を知った･･私のプロジェクト参加はこうして
決まった。
　6月9日に苫小牧でフェリーに乗り、10日にバス
で柳津の津山診療所に到着、前陣の岩瀬先生に今回
の活動場所を案内していただく。まずは登米市内の
諸施設、そして車は南三陸町へ。町に入ってしばら
く行くと、道の脇に瓦礫が見えてくる。思わず「ド
キリ」と心臓が鳴った。「これが･･」と思う間もな
く、瓦礫はどんどん増えてくる。
　公立志津川病院の前で車を止めてもらう。5階の
うち4階まで津波に襲われ、入院患者と職員合わせ
て約70人が亡くなられたその建物の前で、黙祷を
捧げる。そして、骨組みだけになった防災センター
を車中から遠方に見る。今でも訪れて手を合わせる
人が絶えないというその建物に向かって黙祷する。
　ベイサイドアリーナで西澤先生に初めてお会いす
る。いろいろお話したかったが、これから米谷（ま
いや）病院で当直の予定になっている。慌しく津山
診療所に戻り、借りたばかりの車で慣れない道を米
谷病院へ。病院は震災の影響でエレベーターが使用
できず、歩行不能の入院患者さんは人力で階上の病
棟に運ぶとのこと。幸い入院はなしで翌朝を迎え
る。
　11日は午前中避難所の巡回、午後はフリー。12
日は日曜だが、6月から志津川病院が病棟を間借り

している「よねやま診療所（よねやま病棟）」の日
当直を柿崎先生と交代。入院患者さんもその頃は少
なく、暇であった。結局、さしたる事もないまま翌
朝になる。
　詰所に行くと、申し送りが始まっていた。そして
申し送りの終わりにスローガン（？）の唱和が･･と、
何とその最中、看護師さん達が輪になって手を繋い
でいる。まさに「共に死線を越えた」同志としての
連帯感の発露であろうか。眺めていると、何だか、
支援に来たはずの自分が、被災者でもある看護師さ
ん達から逆に力を頂いたような気がしてきた。
　13日の月曜は午前午後共に津山診療所での外来。
患者さんの3割程度は南三陸町からの避難者であっ
た。
　14日火曜。よねやま病棟業務の後、夕方からは南
三陸町で西澤先生と面談。非常に有意義であった。
表には出し難い問題もいろいろあるとのこと。具体
的な助力は難しいが、我々と話すことで西澤先生の
ご気分が晴れるなら、それも支援に来ている我々の
役目の一つであろう。
　15日水曜は終日よねやま病棟。翌週から療養病
床がオープンとの事で、看護師さん達は忙しそうで
ある。
　さて、16日木曜。イスラエル軍の置き土産であ
るプレハブの南三陸仮設診療所で終日外来、夜はそ
のままトレーラーハウスで当直である。患者さん
は、やはり高血圧や不眠を震災後から発症した方が
多い。できるだけ細かくお話を伺い、カルテに書き
込む。当直は軽症が数名、朝方に蕁麻疹の方が救急
搬送されてきたが、点滴等で改善、帰宅される。
　17日金曜。とうとう最終日。皆様に挨拶して仮
設診療所を後にする。瓦礫の間を縫う様に、復興支
援の車が多数行き交い、コンビニがトレーラーで営
業している。西澤先生の「南三陸はあの日が一番底。
後は上がっていくだけですから」との言葉を思い出
す。いつかきっとまたここに来よう。そして、復興
した町を見てみたい･･との思いを一層強く抱いた。

北海道　第12期　青　柳　幸　浩

東日本大震災支援報告



― 87 ―

　当初、私の勤務する飯富病院では、震災発生後、
何かお手伝いできないかと考え、県の医師会の募集
する派遣に申し込みを行った。しかし、なかなか召
集がかからず、思いばかりが募り、遅ればせながら
6月より、自治医科大学のプロジェクトに参加する
こととした。結果的に6名の本学卒業生のうち、4
名が、このプロジェクトに参加できた。当然、参加
できなかった医師もそれぞれが不在時に、外来、病
棟ほか、さまざまな業務を担当してくれた。
　外来や検査の予約などを調整して、私は第13陣
として、6月10日から参加した。学生時代、東北は
先輩や同級生の実家にお邪魔したりと、とても楽し
い思い出のある地であった。しかし新幹線で近づ
き、更に仙台から登米にバスで向かう途中、被災し
た様子を少しずつ目にし、改めて今回の震災の大き
さを感じた。
　内容としては、第12陣と同様、津山診療所の外
来、福祉避難所、若者体育館の巡回、ベイサイドア
リーナにある南三陸診療所（志津川病院仮設診療所
から改称）の外来、当直（青柳先生1回）、米谷病院
の当直（青柳先生1回、柿崎1回）を行った。
　津山診療所では、すでに3月以降、数回受診して
いる方が多く、以前の薬もすでに分かっていて先陣
達の情報収集への苦労がうかがえた。避難所や仮設
住宅から自家用車やバスで受診されている方もい
た。毎回、ドクターが代わるので、不安も多いだろ
うが、不満を口にされることなく恐縮した。
　ベイサイドアリーナでの当直はトレーラーハウス
での宿泊となったが、電気がないため工夫がいった
ようである。避難所は100名弱の避難者がいらした
が、仮設住宅に徐々に移っている段階であった。幸
い集団の感染症などの発生はみられなかった。
　主な活動となったのは6月1日から登米市立よね
やま診療所（旧病院）の病棟で、『公立志津川病院』

（よねやま病棟）の病棟業務である。まだ施設設備、
薬品なども充分でない中、スタッフの方々の病棟業
務再開への熱い思いがひしひしと感じられた。一
般病棟の内科患者10名を30期生の渡辺先生と受け

持った。震災から今回入院にいたるまで、それぞれ
遠くの入院施設、療養施設を移られた経過があり、
3ヶ月という期間、患者さんたちやご家族がどのよ
うな思いで過ごされていただろうかと思った。もと
の志津川病院から距離は約30kmと遠いものの、以
前のドクター、コメディカルの方々に診てもらえる
のはうれしいと涙しておっしゃる患者さんがいらし
た。心に残ったのは朝のナースセンター内の光景
で、申し送りを終えたナースたちが、手をつないで
大きな輪になり、番号を言って点呼をとっていた姿
である。自らが被災者である彼女達が懸命に働く姿
に胸が熱くなったと同時に、そんなスタッフと短い
期間であるが一緒に仕事を出来たことを誇りに思っ
た。ただ、後悔していることがあり、それは、最終
日に後陣への申し送り時間が予定と変わったため、
病棟にしっかりとご挨拶できなかったことである。
いつかまた、先生方やナースに会いたいと思う。
　約1週間という短い期間の支援であったが、非常
に貴重な体験をさせていただいた。もう少し早く支
援に来られればと最初は思ったが、急性期を過ぎた
時期の支援も被災地域の地域医療にとって役に立て
ていることもあるだろうと思いを新たにして取り組
んだ。もともとわれわれ本学卒業生が得意としてい
るはずの分野で、診療所の外来などは患者さんとの
会話も普段のように楽しめた。また地元の方に逆に
お世話になることも多く、関わったすべての方に感
謝している。

山梨県　第21期　柿　崎　有美子

登米・南三陸地区第13陣
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　今回私は、釜石第14陣として6/16～6/25まで参加
させて頂いた。震災発生当初から被災地の状態をテ
レビや新聞で見る度に何か自分にできることはない
かと考えていた。その矢先に本学卒業生のメーリン
グリストに震災支援の情報が入ってきた。職場での
調整を終え、28期目黒医師（本学より派遣）、稲森
臨床心理士、私の3名で、6/17に県立釜石病院に到
着した。13陣から引き継ぎを受けた後、本学卒業
生の23期石黒医師より業務について説明を受け、
更に同外科長の15期小原医師より釜石市内を車で
案内して頂いた。陸に打ち上げられたままの大きな
貨物船、横倒しの家屋、粉々に破壊されたビルなど
を実際に目の当たりにし、被害の甚大さに愕然とす
ると共に、改めて身の引き締まる思いがした。
　本格な業務は6/18からとなった。業務内容とし
ては、①避難所、退院後中間施設の巡回・訪問診
療、②ER当直（もしくは日直）を週2回、③その他
の時間の急患対応支援・搬送支援、といったもので
あった。①については、まず避難所人数の推移を
見ると、	診療・相談者数/避難者総数が、6/16～17	
で29/538人、6/18～20で14/486	 人、6/21～22		 で
17/434人であり、減少傾向であった。同時に仮設
診療住宅の建設が順次進んでいたが、仮設住宅に移
ると日常生活の援助がなくなる（食事は出ないな
ど）ので移らないという方や、仮設の場所などにつ
いて不満を訴える方もおられ、問題点もあった。避
難所での診療内容については、血圧測定や簡単な問
診、身体診察を行い、その場で対処できることであ
れば、２日分程度の薬を処方し、後日の医療機関受
診を勧めるといったものである。対象人数は減って
いるが、住民の安心のためにもニーズはあると思わ
れた。退院後中間施設については、本来計画してい
た「清風園」が６/23よりようやく稼働し、今後は
週3回の訪問診療と週3回の訪問看護が行えること
となった。②③では、ER当直（日直）は6/8からは
２名体制となっており、平均20名前後の患者数で
あった。平日の日中は各科の医師が待機しており、
主に救急搬送患者を担当させて頂いた。釜石近隣の

大槌病院での入院加療ができないということもあっ
て、救急患者はほぼ釜石病院に搬送されていた。全
例受け入れており、私の期間中も風邪症候群に始ま
り、クマによる頭部外傷、手足口病、心不全、イレ
ウス、膵炎、尿路感染症、深部静脈血栓症、など疾
患は多岐に渡った。何とか常勤スタッフの負担を軽
減したいと思って働いたが、却ってご迷惑をお掛け
することもあり、心苦しい時もあった。しかし嫌な
顔一つせず、助けて頂いたスタッフの方々には本当
に感謝したいと思う。　
　また期間中に、臨床心理士の方から周産期医療に
おける心のケアについての講義があり、院内スタッ
フと共に拝聴した。NCIUにおける両親（特に母親）
の心のケアは、被災地における住民の方への接し方
にも共通するところがあり、勉強させて頂いた。
　今回の10日間は私にとって大変貴重なものであ
り、実際自分の目、耳で得た情報は、テレビや新聞
では得ることができないものであった。避難生活を
送っている方、肉親・友人を亡くされた方、被災地
で懸命に頑張っておられる本学卒業生、保健・行政
の職員の方々、色々な方の意見を聞くことで、支援
に行っているのに逆に勇気づけられた自分がいた。
特に被災された方々が、辛いこともあるけれど明る
く、そして前向きに生活している姿には本当に感銘
を受けた。今後も時間がかかると思うが、一日でも
早い復興を心からお祈りする。そして自分も今回の
プロジェクトで学んだ事を糧に更に精進したいと思
う。
　最後に、遠藤院長を始め、大変お世話になった釜
石病院の先生方、またこの様な機会を与えた頂いた
対策本部の方々に、この場を借りて厚くお礼を申し
上げたいと思う。	

兵庫県　第25期　水　田　憲　利

釜石第14陣報告
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　2011年3月11日14時46分。私はさいたま医療セン
ターのナースステーションで電子カルテを打ってい
ました。揺れ始めた時は、そのうち止まるかな、と
そのまま仕事を続けていましたが、収まるどころか
揺れが激しくなっていきました。揺れが収まった
頃、テレビで東北の海岸沿いの町に大津波が押し寄
せて、飲み込まれていく映像が流れていました。
　テレビで報道される被災地の状況はもちろん、余
震・計画停電・物不足・・・自分はどうしたらよい
のか、何かできるのか・・・と感じつつも、義務年
限最後の年でさいたま医療センターでの後期研修を
終え、三重への引っ越し・就職が迫ってきていたこ
ともあり実際には募金をしただけでした。
　三重に戻り、新しい環境へ慣れることで精いっぱ
いだったこともありますが・・・余震も無ければ、
停電の心配もなく、地震が非現実のように遠い存在
になっていました。
　4月下旬、このプロジェクトへの参加者が不足し
ていると知りました。震災発生当初、さいたま医療
センターからの医療支援への参加を検討しており、
日程の調整をしていましたが、引っ越し・就職との
絡みで断念することになったことが、どこかに引っ
かかっていて・・・2回目のチャンスを逃したくな
い、と思い参加を決めました。
　私が参加したのは6月17日からの14陣、南三陸・
登米地区でした。参加が近づき、メーリングリスト
が届き、プロジェクトの様子もわかるようになって
きました。直前に13陣の柿崎先生から、連絡をい
ただきとても助かりました。
　初日は13陣からの引き継ぎで柿崎先生に南三
陸・登米市を案内していただきながら、概要をお話
ししていただきました。町の中を見て唖然としまし
た。テレビのモニターの中であった世界が、目の前
に現実として存在しており、ここまで波がやって
きたと、誰かが目印に線を引いたように、はっき
りと分かれていました。波がすべてを持っていっ
た・・・という言葉がぴったりでした。
　私が参加させていただいた14陣は亜急性期から

慢性期へ移るころで、よねやま病棟が始まり、避難
所が縮小、自衛隊・他の支援チームの撤退が進んで
いる時期でした。14陣でご一緒した牧先生は3度目
の参加で、超急性期、急性期を経験されていまし
た。牧先生からいろいろな話を聞かせて頂くことが
でき、プロジェクトチームの歩み・経緯を知ること
ができました。また、とても心強い存在でした。
　また、心理士チームも転換期に差し掛かっていま
した。避難所が縮小してきており、カフェ立ち上げ
について色々と奔走されていました。心理士チーム
の「寄り添う」という姿勢に、目からうろこが落ち
た気持でした。その後、国境なき医師団から引き継
いだ、カフェあずま～れが無事にオープンして軌道
に乗ってきている話を聞いて、とてもうれしく思い
ました。
　津山診療所、よねやま病棟、米谷病院、南三陸診
療所で診療をさせていただきました。どの施設で
も、とても温かく迎えて頂きました。支援をしに
行ったつもりでしたが、逆に助けていただき・支え
ていただき・元気をもらったように思います。
　西澤先生からお話を聞く時間を作っていただけた
こともとても貴重でした。支援の形、考え・・・答
えは無いのでしょうが、被災者が求めている支援、
その場限りではなく先につながる支援を考え、行う
ことが大切であると教えていただきました。
　自治医科大学の絆の濃さを感じた9日間でした。
　このプロジェクトの細く長く、影のような支援に
参加できてよかったと思いました。

　最後になりますが、プロジェクト参加へ快く送り
出してくださった三重大学乳腺外科の皆様、一緒に
活動させていただきました牧先生、赤川先生、堂谷
先生、本当にありがとうございました。プロジェク
トを支えてくださったプロジェクト対策本部をはじ
め、関係者の皆様お疲れ様でした。

三重県　第25期　伊　藤　みのり

震災プロジェクトに参加して
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　3月11日の地震発生時、私は外来で書類を整理し
ていた。初めて経験するような大きな揺れ。年季の
入った外来棟も倒壊するかと正直思った。初め立ち
尽くすだけで何もできなかったが、救急病棟に人工
呼吸器が付いた患者が多くいることを思い出しそこ
に向かった。すでに何人かの医師が来ていたよう
だ。看護師から特に異常ないと聞いた後外科病棟に
向かった。とりあえず大きな人的物的被害はなかっ
た。余震に備えそのまま病棟に残った。病室のテレ
ビで震源が東北であることを知った。大津波警報が
発令されていた。初めて見る言葉だった。そのう
ち、テレビ中継で津波被害を目の当たりにした。た
だ見るだけしかできなかった。
　自分にできることはないだろうか。本プロジェク
トへの参加を考えたが、県立病院からの派遣の話も
出ていたので、それに参加したい旨院長に伝えた。
しかし、病院からは内科医師を派遣するという方針
になった。早期に意思表示していたにもかかわらず
派遣隊から外れたことで、自分の中で医療派遣の意
志が薄れてしまった感があった。現地に行かなくて
もできることはある。節電とか義援金とか。日常診
療を通常通り行うことも大切なことだ。
　そう思っていた5月上旬頃、同期の西澤先生の活
動をテレビでみた。西澤先生の苦労をテレビの前で
見ている自分の姿に違和感を覚えた。同級生が、い
や東北の皆が困難な事態に陥っているのに、自分は
動かなくてどうする。
　院内スタッフの理解を得るのにやや苦労したのは
事実だが、病院長の厚意により公務で派遣させても
らえることになった。
　私が派遣された時期は、それまでの派遣チームが
全日行ってきた巡回診療の規模が徐々に縮小傾向に
なっていった時期であった。避難所数、また避難所
ごとの避難住民の数も減り、巡回は午前のみとなっ
た。釜石病院内で時間を持て余してしまうことも
あった。何かすることがないかと焦り、院内を巡り
歩いたこともあった。
　「自分は釜石の、釜石病院の、病院スタッフの役

に立ったのだろうか」という自問が4か月位経った
今まで続いていた。２回の当直、数回の救急当番、
大槌仮設診療所での診療など、与えられた業務をこ
なしただけのような気がしてならない。達成感を得
たい訳ではもちろんない。自己満足とももちろん違
う。しかし何かをしたという感じがどうしてもしな
い。
　今、派遣を振り返りこの原稿を書いているうち、
今回のプロジェクト参加が何も特別なことではない
ということに気付いた。節電とか義援金とか日常診
療を通常通り行うことと同じことだ。振り返ってみ
れば、至極当然のことをしたまでだ。釜石病院も自
分がこれまで所属してきた病院の１つに過ぎない。
　だからこそ、釜石に対する、釜石病院に対する思
い入れは強い。自分が過去に所属した地域が早くに
立ち直ってもらえるよう願ってやまない。

神奈川県　第20期　吉　田　達　也

釜石病院での勤務歴
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　ついに９月３０日が過ぎて、この支援活動も終了
した。我々が行ったのは震災後3ヶ月以上経った6月
24日～7月1日であり、志津川病院米山病棟が軌道
に乗りかけてきて、ベイサイドアリーナでの医療支
援が不要になった頃であった。津山診療所近くの避
難所でもほとんど仕事がなくなり、実際16陣以降
は呼ばれれば行くという、事実上の撤退をする前の
状況であった。15陣は迫順一氏（鹿児島1期）と臨
床心理士2名の計4名のチームであった。もはや華々
しいレスキュー活動といったことが不要ということ
も分かっていたし、志津川病院の再建というゴール
の見えない目標へのささやかな応援というのが行く
前から伝わっていた。実際の診療活動は地味なもの
であり、糖尿病のコントロールについて迫医師と

「いまさらスライディングはないよねえ」とか語っ
た記憶はあるが、所詮1週間のつなぎ役としては煮
え切らない指示しか出せなかったと思う。また、心
不全で前の陣の方々が苦労していた患者さんがいた
が、結局石巻日赤の方へ紹介してしまった。際どい
状態の方をリレーで診るのは難しかった。
　デブリーフィングの時に、10月以降、我々が手
を引くとそのまま崩壊するので、なんとかしなけれ
ばいけないということを強く語ったが、その後東北
の各大学が何とか支援していただけることとなり、
また津山診療所に常勤医師が赴任するとか我々の活
動が一時的な花火に終わらずに済みそうということ
に安堵している。
　心理士の活動については、我々15陣が行く前あ
たりに、せっかく専門職の方が派遣されているのに
その能力を生かせるような活動ができていないとい
う意見がメールで流されていたが、この時期にベイ
サイドアリーナに国境なき医師団が開いていた「カ
フェあづまーれ」を地元社協が引き継ぎ、心理士が
中心となって平成の森の仮設住宅そばに移設すると
いうことが行われた。この「あづまーれ」が軌道に
乗って今も沢山の方が利用されているという報告を
聞くと嬉しく思う。
　今思い出すのはそんなことぐらいであるが、この

半年間の同窓会の活動をつなぐリレー走者の一員と
してなんとかバトンをつなげたということが最大の
成果かなと考えている。ある意味、走者は楽であ
る。特段激務が待っているわけではない。1週間な
んてあっという間であった。私たちの抜けた穴を地
道に埋めていただいた方々に感謝である。
　迫医師とのことであるが、1期生と２期生だから
よく知っているかと言われれば、お互い学生時代に
話をした記憶は無いということで一致した。ただ、
バックにある体験、友人等多くの共通項を持ってお
り、1週間の共同生活は極めてスムースかつ、楽し
いものであった。偶然ではあるが私は香川県の瀬戸
内海の豊島、迫医師は小豆島を挟んでその東にある
家島で仕事をしている。なかなか訪ねていくチャン
スがないが、再会を固く約束して別れた。また、心
理士の方とも良いチームワークを保つことができ
た。
　特に印象に残ったのは、西澤先生、佐々木先生を
はじめ、少ない医師の厳しい状況の中黙々と地域医
療に励む姿であった。こういう地道に地域で頑張ら
れている方と話をできたことは本当によかった。
　一番肝心な被災された方々への応援になったのか
どうかはよく分からない。志津川病院のあの時を体
験されたスタッフが「あの時のことは語れません。
もしこうしていたらもっと助けられたのにとか反省
することばっかりで」とぽそっと話されたが、私は
どう言葉を返せば良いのか分からなかった。
　最後に15陣参加にあたり多くの方々にお世話に
なりました。大変ありがとうございました。

香川県　第２期　岩　井　敏　恭

南三陸・登米チーム　第15陣に参加して
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　あの日、午前の検査が長引き、遅くなった昼食を
終えて医局で休んでいた。その時の突然の大きな揺
れは、体感的には７年前の中越地震の時と同じくら
いだったと思う。（この時も医局にいた）　しかし、
今回はいつまで経っても揺れが収まらない。懸念さ
れている東海地震かと思ったが、テレビで発表され
たのは、東北、東日本であった。加えて、広範囲に
発令された大津波警報を伝えていた。程なくしてテ
レビに映し出されたのは、スマトラ地震の時と同じ
ような、いやそれ以上の、近代的なビルや町を飲み
込んでいく大津波だった。夜には気仙沼の火災も放
映され、この日本にこんなことが起きるんだ、と仰
天した。
　その頃、母が自分の担当で当院に入院していた。
父がずっと付き添っていて、２人から「自分のでき
ることをしなさい。」と言われた。何かしなければ
と自身落ち着いていられず、まず義援金を銀行に届
けた。その後は医師会や自治のＭＬで震災支援を募
るメールを目にしてはいたが、母の容態が不安定で
身動きが取れずにいた。４月７日に母が亡くなり、
５月の連休中に４９日の法要も済ませた頃、当院の
医局内で支援に行こうという機運が高まった。自分
は阪神・淡路の時に何もできなかったという思いが
残っており、今回はできることをしようと、笹本
君、柿崎君と３人で今回の支援プロジェクトに申し
込んだ。３人参加すれば、当院は数百万円の減収に
なると思われたが、こういう時にそんなことはどう
でもいいと思った。当院の組合長も国難だと話して
いた。
　さて、自分の支援は７月１日からの登米・南三陸
であった。偶然であるが、県の後輩の降矢君と一緒
であり、とても心強かった。小生の支援内容は、津
山診療所外来を１．５日、よねやま病棟での病棟管
理４日と当直２回、ベイサイドアリーナでの南三陸
診療所の外来とそれに引き続くトレーラーハウスで
の当直１回であった。現地のスタッフは自身が被災
者であり、過去・現在・未来を見すえながら皆懸命
に働いておられた。

　帰りの新幹線の中で、釜石チームと合流した。そ
こで山形県の大滝君と初対面した。彼の上司であ
り、小生の卓球部の先輩である土井先生のことや、
合宿で酒田を訪れた時のことなど話をして、自治医
大の繋がりを感じた次第である。土井先生からはそ
の後暑中見舞いを頂いた。
　デブリーフィングを終え、尾身先生、石川先生と
の別れ際に、今回のプロジェクトでは高知と山梨県
人会の参加が１，２を争っていると聞き、冗談で、
もし負けそうになったら連絡ください、と言ったと
ころ、後日石川先生から応援依頼のメールを頂いて
しまった。何とかしないわけにいかず、県人会メー
ルで問い合わせたが、他院では都合が付かず、結局
当院の卒後４年目の花輪君に釜石に行ってもらうこ
とになった。当院から４人目である。
　ところで、今回のプロジェクトで特筆すべきは臨
床心理士さんたちとの出逢いである。カフェ「あづ
まーれ」は、仮設に入居中や避難所生活の被災者の
方々にとって心を癒す場となり、新しいコミュニ
ティー作りのきっかけになっているようだった。彼
女達の活動に心から敬意を表する。実は、われわれ
第１６陣は支援後も交流が続いている。先日、東京
の黒田さんがご家族で山梨にキャンプに来られ、一
晩ご一緒した。黒田さんは兵庫の溝口さんにも声を
かけたそうだが、今回は都合がつかなかったらし
い。降矢君も別の用事が入っていた。お二人には
近々、当地の特産である曙大豆の枝豆を送る予定で
ある。来年は４人が再会し、また一献傾けられるこ
とを楽しみにしている。そしていつの日か必ずまた
４人で南三陸に行きたいとも思っている。復旧・復
興した美しい南三陸を見るために。

山梨県　第６期　朝比奈　利　明

大震災支援
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　2011年（平成23年）3月11日、山形県酒田市では
比較的大きな揺れ（震度5弱）を感じたものの自身
の病院に大きな被害はなく、停電も数日後には復旧
した。隣県を含めて広範囲での大きな被害が報じら
れる中、メーリングリストで本学の支援活動を知っ
た。院長（本学卒）から支援活動の参加に快諾を頂
き、第16陣として7月1日に岩手県立釜石病院（以
下釜石病院）に到着した。震災から3か月以上経過
していたが、未だに改修工事中であり医局にも工事
の音が響き渡っていた。また同日、釜石市内の主に
海沿いを案内して頂き、想像を超える津波の威力や
被害の状況を目の当たりにした。被災者の方々が直
面している現状を肌で感じると共に、これから行う
支援活動に向けて身の引き締まる思いであった。
　支援活動の柱となったのは避難所の巡回診療であ
る。本学派遣の臨床心理士と共に、避難所15か所を
2グループに分けて隔日で訪問した。避難所は体育
館、公民館、寺の集会所など様々であったが、ボラ
ンティアの方が常駐しており、衛生状態や食料事情
は当初想像していたよりも安定している印象であっ
た。不眠、肩こりなど避難所生活の長期化が影響し
たと思われる訴えが多かったが、中には脱水症状の
ため早急な治療を要する高齢者もみられた。今後予
想される熱中症への対策として、こまめな水分摂取
やクーリング法の指導、扇風機の増設などが必要と
考えられた。また避難生活の長期化に伴う精神的ス
トレスの増加も予想されるため、小さな訴えも聞き
逃さないように診療することが重要と思われた。
　釜石病院内では主に救急対応業務を行った。特に
当直帯は連日20人前後の患者が受診していた。主に
初期対応を担当し、入院加療が必要な場合は常勤医
師にコンサルトさせて頂いた。改修工事により入院
ベッド数が制限されていたが、リハビリ室や化学療
法室を短期入院に限定して利用するなど様々な工夫
がなされていた。震災に関連した疾患として、がれ
き撤去作業に伴う呼吸器疾患の増悪が認められた。
粉塵吸引が影響していると考えられ、作業中のマス
ク着用を徹底することが重要と思われた。

　釜石市外の活動としては、県立大槌病院の外来応
援を行った。同病院は釜石市に隣接する大槌町の中
核病院であったが、津波と火災により甚大な被害を
受けたため、仮設診療所に機能移設を行っていた。
外科外来にて主に外傷処置を担当し、がれき撤去作
業中の怪我など縫合処置を必要とする場合もあっ
た。また入院や手術が必要な場合は大槌町外に搬送
する必要があり、実際に開放骨折が判明した小児の
患者は即日釜石病院に紹介受診して頂いた。仮設の
状態であり物資など必ずしも十分ではなかったが、
レントゲンなどの検査から処置の段取りまで非常に
円滑に行われており、診療に専念することができ
た。
　今回何か役に立ちたいと思い参加した支援活動だ
が、むしろ現地の病院スタッフや住民の方々の復興
に向けた活力を強く感じた7日間となった。特に、
困難な状況の中でも一体感を持って仕事に向かって
いる職員の皆様の表情が印象的であった。また、被
災地の支援活動の輪に短期間でも参加できた事は、
自身にとって本当に貴重な経験であった。このよう
な機会を作って頂いた自治医科大学に厚く感謝を申
し上げるとともに、被災地の一刻も早い復興を切に
願っている。

【巡回診療に出発】

山形県　第28期　大　滝　雄　造

第16陣　山形から釜石へ
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　被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
　私は、平成18年７月より外務省に入省し、医務
官として在外公館に勤務している。最初の赴任地で
あるパキスタンの在カラチ総領事館を経て、現在は
2公館目の在コートジボワール大使館勤務である。
自治医科大学地域医療推進課が募集している在モン
ゴル大使館の医務官のような任期期間はなく、何処
に飛ばされるか分からないというリスクはあるもの
の自ら辞めなければ（懲戒免職は当然あり）定年退
職まで務められる。私の採用試験は、履歴書と面接
のみであった。興味ある方は、私に直接連絡するか
外務省に直接電話してみてください。外務省ホーム
ページ、医事新報にもたまに載っているようであ
る。
　主な業務内容は、館員及び家族の健康管理、在留
邦人からの相談、現地医療事情収集等である。と
言っても、日本の医療機関勤務時代と比べれば、診
察に費やす時間は殆どないほど、時間を持て余す。
　大震災当日、当地は朝方で、インターネットにて
地震発生を知ったぐらいであった。というのも、当
地は大統領決選投票後に二人が大統領宣言したた
め、内戦状態になりつつあり、テレビ、ラジオ等の
地上波は、政府によりコントロールされていたため
被害の甚大さを知ったのは、一日ほど経ってからで
あった。
　3月31日より内戦状態となり、ホテルに監禁状態
となり、水、食料も尽きかけていた矢先に、大使公
邸が被害に遭い、駐在フランス軍装甲車により救出
され、コートジボワールにあるフランス軍基地で、
一週間のテント暮らしを経験した。前大統領が逮捕
され、事態が収束し、大使館を一時閉鎖し、仏軍機
にて、セネガルに輸送された。そこで、初めて津波
の生々しい映像を見せつけられた。その後、フラン
スで執務をする事となった。在フランス大使館に
は、医務官が二名在勤しており、有給休暇及びボラ
ンティア休暇を申請し、東日本大災害支援に参加さ
せてもらった。
　7月8日午後に現地入りをして、前陣スタッフか

ら申し送りを受けながら、南三陸町の被災地を見て
回った。主な活動内容は、この地域の病院、診療所
の支援、すなわち日勤、当直業務であり、詳細は割
愛させて頂く。私自身、臨床から約5年遠ざかって
おり、普段から白衣を着て仕事をしていない。ま
た、聴診器もない状態での参加。医師免許はある
が、保険医登録票は5年前に申請してあったものを
コピーしてそのまま使用。海外勤務のため、厚生労
働省の医師歯科医検索画面にも出てこないニセ医者
かどうかも判断つかない者が、ボランティアに行っ
て、迷惑をかけないか心配していた。こんな自分
が、役に立てたかどうか疑問ではあったが、最終日
近くになると心惜しくなってきた。ボランティアに
参加して、荒んでいた心が洗われた気分になれた。
今後は忘己利他の精神で、頑張っていきたい。
　約一ヶ月の日本滞在中に、在コートジボワール大
使館が再開の知らせを受け、8月1日にパリ経由に
て、コートジボワール、アビジャンに約四ヶ月ぶり
に戻ることができた。皆に再会できた事を嬉しく思
いつつ、日常業務に戻っている。
　皆さんには、多々ご迷惑をおかけした事と思いま
すが、復興に向けて、皆で力を合わせて頑張ってい
きましょう。

静岡県　第11期　尾　崎　隆　之

東日本大震災の支援活動について
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　大分市東端の佐賀関半島に地域医療を担う病院が
ある。自治医大卒業生数名によって設立された佐賀
関病院である。ここに5年前から縁あって勤務させ
てもらっている。この度、他大学卒業生の私が同僚
の推薦を得て本プロジェクトに参加させていただい
た。受け入れて下さった方々に深く感謝申し上げた
い。
　第17陣（7月上旬）の登米・南三陸地区医療チー
ム2名は、8日間の活動期間中に、公立志津川病院よ
ねやま病棟の病棟業務と当直のほか、公立南三陸診
療所の当直1回、登米市立津山診療所の外来3回、
同市立米谷（まいや）病院の当直2回、福祉避難所
の巡回をおこなった。この時期の活動の様子を、私
が感じたことを交えて報告する。
　南三陸町の総合体育館敷地内にあるプレハブの仮
設診療所（公立南三陸診療所）で、木曜日の夜に当
直をした。この頃は東北地方でも珍しいほどの暑さ
で、朝8時から気温が30度を超え日中は汗だくにな
り、何処からかやってきた蠅が飛び回り、夜は寝苦
しい状態が続いていた。週の中ごろ、診療所と当直
が泊まるトレーラーハウスにエアコンが入り、暑さ
のために疲労していた現地スタッフにとって朗報と
なった。幸いこの夜の急患は5名ほどで、蜂刺傷、
釘刺傷、両下肢の腫脹などであった。一緒に当直を
した看護師は、自宅が津波に流され、遠い避難所か
ら通勤していた。明るく元気に患者に接する姿に、
頭が下がる思いがした。この地域で夜間に受診でき
る医療機関はこの仮設診療所だけであった。分散し
た避難所から来院するのは容易でない。徒歩で1時
間かけてくる人もいた。もしここに受診できなけれ
ば車で1時間近くかけて登米市内の医療機関に行く
しかない。この仮設診療所は、被災地前線になくて
はならないものであった。病院本体は津波で壊滅
し、入院病床はこの地になかったが、ここでは救急
車も受け入れていた。震災から4ヶ月。現地スタッ
フが気丈にも、この仮設診療所で24時間患者を受
け入れ続けているのは、無理を押してのことと思わ
れた。地元の医療機関が開いている、ということに

深い意味があることを彼らはよく知っていたからで
あろう。
　今回のプロジェクトで我々は内陸部と沿岸部を毎
日1時間近くかけて往復した。田園風景の広がる登
米市内ののどかな内陸部から山間部をぬけて沿岸部
の南三陸町に入るたびに、胸が押し潰されるような
光景を目にして緊張した。この差があまりに違い過
ぎて戸惑った。南三陸町の被災者のうち約3,500人
が津波に流されずに残った体育館や公民館でまだ避
難所生活をしていた。仮設診療所の当直を経験し、
避難所生活が困難な高齢者の存在を知った。集団生
活はできないと言って独り避難所を出て自宅に戻
り、庭先に張ったテントで生活をする男性。また、
被災証明書がまだ発行してもらえず、水も電気もガ
スもない家に独り住み続けている女性もいた。彼ら
は家族に食物を運んでもらっていた。避難所に手す
りがなく、思うように身動きがとれない女性もい
た。
　こうした生活で体調を崩し、やっとの思いで来院
する患者の症状に我々は耳を傾けた。今の生活環境
を推測し、精神的苦痛に共感する。地元の様子が分
かる南三陸町で診療しなければ、その対処法は浮か
ばない。家のこと、家族のこと、避難所のことを含
め、体調を良くする方法を考えなければならない。
　不思議なことに、これは日頃おこなっている地域
医療の延長線上にあることに気付いた。独居で生活
が維持できず病気になる高齢者に対して、地域の医
療・福祉支援は本領を発揮する。
　自治医大卒業生は、各地で地域医療を実践し同じ
経験知を持つからこそ、この地域においても被災地
を支援することができる。本プロジェクトが成り立
つ理由である。今回参加した自治医大卒業生は、日
本全体から見ても、何と特異的で優れた臨床家集団
であろう、と他大学卒業生の私から見て羨ましく思
われた。

岐阜大学　平成９年卒　中　村　朋　子

他大学卒業生から見た本プロジェクト
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　私は震災当日の3月11日は日光の自宅で過ごして
いた。今までに経験したことのない大きな揺れに驚
いた。4月に異動が決まっていたため棚の中はすで
に荷造りされていたため、幸いにもほとんど被害は
なかった。勤務先の日光市民病院も患者、職員とも
に無事で、ライフラインの影響もなく混乱は起きず
に済んだ。ほっと一息、余震に備えながら医局のテ
レビで情報収集をしていると、そこにはまるで映画
のワンシーンを観ているかのような光景が映し出さ
れていた。迫りくる波を上空から捕えた映像、何台
もの自動車とともに家ごと流されていく様子は同じ
日本で起きているとは信じ難いものであった。何か
手助けしたいと思いつつも何も動けず日々は過ぎ
た。
　4月からの勤務先である大田原赤十字病院は建物
が老朽化していたこともあり、一つの病棟が閉鎖さ
れるなど少なからぬ被害を受けていたが、赴任した
時にはすでに落ち着きを見せていた。院内からの救
護員出動もあり興味はあったが、私への順番は回っ
てきそうになかった。そんな中、自治医科大学同窓
会チームで東日本大震災支援プロジェクトが支援者
募集をしていることを知り、部長に希望を伝えると
快諾して下さりとんとん拍子で話は進み、第17陣

（7/8-7/16）の釜石班としての派遣が決まった。意
気込んで申し込んだものの派遣が近づくにつれ、私
なんかが行っても却って足手まといになるのではな
いかと不安になってきた。それでも一生懸命やらせ
てもらおうと思い釜石へと向かった。
　私たち第17陣は自治医大本院から派遣の野田医
師と共同で活動を行った。主な活動内容は、毎日の
避難所巡回診療（2コース隔日）、釜石病院の週2回
の当直と、大槌仮設診療所の外来診療支援であっ
た。避難所は仮設住宅の建設・入居が進み、日中の
医療ニーズが低下したことから私たち17陣（7/15）
をもって避難所巡回診療は終了となり、一つの節目
を迎えた。体育館などの避難所は連日の猛暑のため
かなりの暑さとなっていたが、衛生環境は比較的整
理されており、扇風機、冷風機の設置も進んでい

た。今後は仮設住宅入居に伴う引きこもり、体調不
良者の早期発見などが課題に上がりそうであった。
退院後中間施設「清風園」も少しずつ患者が増えて
きており、中間施設としての機能が構築されつつ
あった。大槌仮設診療所では月・火・木の午後の外
科診療を担当したが、患者は2～3名程度で小外科
や整形が主であった。当直は一次救急科から三次救
急まで多岐に渡る患者が受診を希望されてきてお
り、釜石病院遠藤院長の「救急要請の患者さんを断
らない」をモットーにほとんど受け入れていた。猛
暑の影響で熱中症の患者がやや目立った印象であっ
た。派遣期間中は幸い避難所からの救急搬送はな
かった。
　最後の巡回診療を終え、診療記録をまとめている
際、今までの記録の束を目の前にとても感慨深い気
持ちになった。先陣の先生方の熱い思いが詰まって
いるような気がした。1週間しか携わっていない私
ですらそう思うのであるから、第1陣から見守って
きた釜石病院の先生方の思いはさぞかし複雑であっ
たであろう。
　今回の活動を通して改めて自治医大卒業生の絆の
強さを身をもって感じることができた。自治医大卒
業生であることを誇りに思う。
　今回支援活動という貴重な体験をさせて頂き、参
加に協力して下さった全ての皆さまには心から感謝
を申し上げたい。また、東北の皆さまには一日も早
い復興をお祈りする。

がんばろう、日本！

栃木県　第30期　益　子　尚　子

釜石第17陣活動報告
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　あの日その時、僕は勤務先の病棟を回診してい
た。ゆっくりと長く続く横揺れに、学生時代に何度
も乗った青函連絡船の記憶を呼び覚まされつつ、小
学校2年生で経験した十勝沖地震が頭をよぎった。
あの時とは違い、直ちに避難しなければ自分の身が
危ないと感じるような切迫感は湧き起こらなかった
が、あの辺りのもっと遠くで海底が大きく揺れたこ
とを震度5クラスの揺れを幾度か体験した身体が察
知していた。やがて床頭台のテレビが地震や津波を
一斉に報じ始めた。物の落下も無く存外と平穏な病
棟の回診を中断する訳にはいかず、各病室やデイ
ルームに流れるテレビの映像や音声が気になりつつ
も通常業務を続行したのであったが、その間に現地
では想像を遙かに超える事態が起こっていた。
　リアス式海岸に沿って街が点在する三陸地方の大
半は医療過疎地であり、わが母校である自治医科大
学の卒業生も数多くが勤務している。在学中の6年
間を学生寮という同じ屋根の下で過ごした同期生の
みならず、種々の課外活動等を通じて知り合った多
くの先輩や後輩の顔が瞼に浮かんだものの、その安
否を確かめる術もないまま最初の数日間が過ぎた。
　今回の震災に対する本学の対応は素早く、地震の
翌日には「自治医大メールマガジン」が配信され、
被災地域に勤務する卒業生の無事も徐々に確認され
始めた。また、本学同窓会として被災地の医療活動
を支援すべく「東日本大震災支援プロジェクト対策
本部」が設立されたことを知った。支援の具体的な
プログラムは他の報告書にも記載されていることで
あろうから割愛するが、支援期間が約半年間の長期
におよぶ見通しであることを知り、義務年限の終盤
以降を整形外科医として働いてきた自分であっても
貢献できる余地があるならば何とかしてその活動に
加わりたいという想いが日毎に募っていった。
　僕の勤務先は、北海道東部の十勝平野の中央に位
置する帯広市にある120床のケアミックス型病院で
ある。医師不足の波をかぶり氷結寸前の人員体制の
中で、1週間を超える支援活動に参加することに対
しての理解を得られるかという最大の懸念は杞憂に

終わった。自分も医療支援をしたいと思いインター
ネット等で調べたが個人レベルで参加可能な活動は
見つからなかったと語った病院長は「職員は皆が被
災地を支援したいとの想いを持っているので、当院
の代表として行ってらっしゃい。留守中のことは何
とかするから」と快く送り出して下さった。
　かくして、第19陣の一員として登米・南三陸地
区への派遣が決まった。寸前になり、その時期は梅
雨も明け夏本番を迎える頃であると気付いた。すっ
かり寒冷地仕様になっている身体が持ちこたえられ
ず熱中症で倒れるのではないかと周囲から心配され
つつ出立したが、運良く暑さがひと段落した時期の
滞在となり、準備した処熱グッズに出番はなかっ
た。
　現地で活動した7月下旬は、避難所から仮設住宅
への移動も終盤を迎えており、巡回診療は応需の往
診体制になっていた。現地滞在中のベースキャンプ
となった津山診療所での外来診療（月・水・金）と
公立志津川病院の「よねやま病棟」での業務支援に
加えて、米谷病院を含む3カ所の医療機関で2度の
日直と5度の当直を、派遣された2名の医師で行っ
た。
　コーディネーターとしては、次陣のスケジュール
調整の他に「よねやま病棟マニュアル」を大幅に改
訂し「登米・南三陸地区支援活動の手引き」を新規
に作成した。限られた滞在期間中にこれらを何とか
形にできたのは、コンビを組ませて貰った神奈川県
の楳川医師に負う部分が多い。彼女とは20期も離
れているが、これが本学卒業生に共通するDNAの
成せる業なのか、何の障壁も感じることなく活動を
共にできた。心理士さん達にも何かとお世話になっ
た。
　この先、医師として何年間活動できるか定かでは
ないが、自分自身の「原点」を思い起こさせてくれ
た本プロジェクトに感謝しつつ筆を置きたい。

北海道　第８期　伊　林　克　也

あ・り・が・と・う



― 98 ―

　震災から4カ月以上たった7月22日、同窓会から
の派遣で県立釜石病院に向かった。早朝、秋田の実
家を出て、盛岡から釜石線に乗り釜石まで。内陸線
のため津波の被害は車窓からは分からず、おそらく
震災前と同じ田舎の風景が続く。秋田の田舎に似た
風景であるが、やはりやや緊張して向かった。
　県立釜石病院では避難所の巡回診療も17陣まで
で終了しており、病院の診療支援を行った。主に救
急外来担当。地域の特性もあるのかもしれないが、
この時期は自殺者の搬送が多い印象だった。入院が
必要でも、内陸の県立釜石病院でも震災の影響でほ
とんどの病棟が改築工事中であり、必然的に入院の
閾値が高くなってしまう。また、患者さんの中には
震災から続く今までの苦労を話される方もおられる
が、どのように返答をしたら良いのか、ただ聞くこ
としかできなかった。
　ほかに県立大槌病院仮設診療所の外来、福祉避難
所の訪問診療を行った。
　釜石病院にも大槌病院にも言えることだが、ス
タッフが勤勉であった。自らも被災され、病院機能
も大幅に縮小されていたが、黙々と、ときには明る
く働いている。見ず知らずの私のような医師が代わ
る代わるやってきても、どのスタッフも面倒くさが
らず対応してくれるのはありがたかった。釜石病院
では卒業生が多く、それ以外のDrもフレンドリー
で、いろいろ気遣って声を掛けてくださった。被災
地の視察から、食事に連れて行ってくれたり、医局
でビールパーティーに誘ってもらったり、支援する
ことよりこちらの方々の負担になってしまったので
は・・・と心配になった。
　休日には、心理士の方々と視察（観光？）にも出
かけた。夏休みに入っているためか、観光客のよう
な人たちも見かけた。心理士の親戚の方が大槌町で
被災され、仮設住宅に入居しておられた。ご厚意で
仮設住宅にお邪魔することになり、震災からのこと
やご家族のお話も聞かせていただいた。やはり何と
言ったらいいのか、簡単に励ますことも出来ず、た
だ涙をこらえるだけだった。いろいろお話を聞い

て、最後に、「大丈夫よ、東北は復興するから！」
と力強く話され、この言葉を聞いただけでも来た甲
斐があったと思った。
　ちょうど震災の3月11日午後はERCPを行ってい
て、いつも通り検査を終えて透視室から出たらみん
ながテレビにくぎ付けになっていた。遠く鹿児島で
は余震もなく、テレビを見るまで誰もこんなことが
起こっているとは気がつかなかった。急いで秋田の
家族に連絡をしたが電話はつながらなくなってい
た。すぐにメールで家族の無事は確認できたが、そ
のあともテレビの前で悶々と過ごした。誰もが思っ
たであろう、私には何ができるのだろうと考えなが
ら。自治医大のメーリングリストに入っていなかっ
た私は同窓会のプロジェクトも知らず、数日後に当
院の三阪先生（鹿児島・13期）が同窓会からの第1
陣として岩手に向かうと聞き、東北出身の私が遠く
鹿児島で普通の生活をしていている場合ではない、
医者になったのだから何かはできる、と心を決め
た。ちょっと忘れていた自治医大魂みたいなものが
再燃した。
　不在にする間の手配などで、支援に行くことがで
きたのは子供が夏休みに入ってからとずいぶん時間
がかかってしまった。これも私と家族にとっては、
いろいろ話し合って心の準備ができた大切な時間に
なった。
　このプロジェクトに参加させていただき、多くの
ことを経験させていただいた。
　快く送り出し、留守をカバーしてくれた家族、当
院スタッフ、現地スタッフ、プロジェクトに関わっ
たすべての方々に感謝している。
　これで私の支援終了とせず、何か出来ることを続
けていきたい。

秋田県　第21期　肱　黒　　　薫（旧藤沢）

震災支援に参加して
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　登米・南三陸第19陣として北海道8期の伊林先生
と臨床心理士の平野さん・浅見さんとともに2011
年7月22日～30日まで支援活動に参加した。
　第19陣は震災から4ヶ月以上が経過し亜急性～慢
性期への移行期であったので「被災地の医師達の
バックアップをすることで被災地の医療支援に貢献
する」ことを今回の目標として支援に臨んだ。
　到着日は、よねやま病棟で申し送りの後、内陸部
にある米谷（まいや）病院の当直に向かった。震災
以降エレベーターが故障し患者入院の際は人力で病
棟まで上げる必要が生じていたのだが、幸いにも早
朝に急患が１名あったのみの静かな夜となり、入院
なく当直を無事終了した。
　翌日は1日フリーであったため南三陸町志津川～
気仙沼市内にかけての沿岸部を車で巡り、津波被害
を受けた被災地の現状を目の当たりにした。公立志
津川病院は窓ガラスが全て割れ玄関の柱には車が巻
き付き廃墟と化しており、改めて津波発生当時病院
で勤務し被災後も患者救出に奔走した同期の菅野先
生がよく無事でいてくれた、と思わずにはいられな
かった。
　今回の支援の主眼であった公立志津川病院の内科
は震災後入院機能（よねやま病棟）と外来機能（南
三陸診療所）が分離し地理的にも約20kmの隔たり
がある上、双方に24時間の当直体制を敷いている
ため実質2倍の人員を要していた。よねやま病棟内
科に関しては渡辺先生と埼玉県三郷医師会の青木
先生の2名が南三陸診療所と兼務している状態であ
り、南三陸診療所は西澤先生が専属で外来診療を行
いかつ同時に多くの当直と今後の病院再建に尽力さ
れており、どちらも非常に多忙な状態であった。彼
らは精神的にも身体的にもたいへん強靭な医師達
だったが、長期的な視点で考えるとある程度余裕を
持った診療体制の確立が急務と感じた。
　よねやま病棟での業務は一般的な病棟管理、南三
陸診療所からの入院受け入れと当直が主だが、内科
の渡辺先生と青木先生が同時に病棟にいる時間がほ
とんどなかった。支援医師がその橋渡し的役割も担

えればと考えてはいたが、実際自分がどれだけその
役割が果せたかは反省すべき点があるように思う。
　南三陸診療所での当直はプレハブの仮設診療所と
トレーラーハウスに上下水道なしという今までに経
験したことのない環境であったが、その分大変印象
深い当直となった。当直看護師の方がぽつりぽつり
と話された病院での被災体験、現在の生活や診療所
の話しを聞かせていただいたことは貴重な経験と
なった。当直帯の患者数は多くはないものの（これ
は西澤医師始め現地の方々の患者教育と被災者の
方々の理解と思う）被災地ならではの患者層であっ
た。
　勤務環境に関しては、私たちが支援に訪れた時に
は南三陸診療所や、よねやま病棟の当直室にも冷暖
房が整備されていた。患者さんのみならず医師達も
より快適に過ごすことができるようになり少しずつ
着実に勤務環境は改善しているように思った。
　1週間交代の支援医師ということで各施設スタッ
フの方にも負担が発生していた部分はあると思う
が、先陣達がこまめに更新した現地情報やマニュア
ルは非常に役立ち、この負担軽減に少なからず貢献
したと思う。支援活動では先陣達が今まで積み重ね
てきた実績を診療の度に感じることができ、今後の
陣に繋げていけることを嬉しく思った。
　最後に、被災地で日々奮闘され、多忙な中貴重な
話しを聞かせてくださった先生方、差し入れをして
いただいたりお礼状を送ってくださったりと逆にと
ても気を使ってくださった現地の医療スタッフの
方々、そして支援医師を快く受け入れてくださった
現地の方々、大変お世話になり実りある時間を一緒
に過ごさせていただいた19陣のメンバー、大学本
部で支援を支えていただいた同窓会の方々に感謝を
申し上げたい。

神奈川県　第28期　楳　川　紗　理

登米・南三陸第19陣　支援活動報告
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　医者になって以来、大地震には縁がある。１つ
は、千葉県東方沖地震。1987年（昭和62年）12月
に起きたM6.7の関東地方で戦後初の死者が出た地
震である。自分は、震源地近くの小病院に勤務して
おり、自宅内は目茶目茶になった。
　２つめは、阪神淡路大震災。1995年（平成7年）
1月17日、M7.3。わが親族はほとんど震度7の地の
上で生活しており、叔母を失った。震災から3週後
に、本学からの医療派遣団に加わり、自分の心の故
郷というべき神戸の惨状を目の当たりにした。
　そして、今回の大震災である。自身、自治医科大
学附属病院の外来中、千葉県東方沖地震以来の激し
い揺れに恐れおののいたが、その後の外来患者の避
難誘導、病棟での対応などは、以前の経験を踏まえ
て比較的冷静にできた。
　さて、当初は、院内のことで手一杯だったが、や
や落ち着くと、気になるのは、被災地の知己のこと
だった。
　同級生が、県立釜石病院で副院長をしている。何
かできないかという気持ちと、生まれ故郷の神戸に
は支援に行って、東北は知らんぷりというわけには
いかないという思いが交錯した。何人かの友人は、
直ちに、現地へ飛んでいる。気持ちに焦りに似たも
のもなかったわけではないが、自身の職務を考える
と、実際に現地に向かうには、夏休みを待たねばな
らなかった。それまでは、丁度、輸送を再開した宅
急便での現物供与くらいしかできなかった。

　被災した友の元へと
　　　カップ麺三つ四つ送る　猫の手を借り

　そのうち、同級生のメーリングリストで支援に
行った友人が、「そのうち、丹波君も応援に来るそ
うです」と宣伝してくれた。これで、引っ込みがつ
かなくなった。同級生からは、せっかくだから、緩
和ケアの講演をしてくれと注文が舞い込んだ。
　2011年（平成23年）7月31日、新花巻駅に着くと
釜石病院からのお迎えの車が来ていた。もっとも、

これは、偶々翌日の外来に来られた先輩をお迎えに
来たもので、自分は只で便乗しただけである。
　釜石地区は、既に避難所は閉鎖されており、県立
釜石病院と県立大槌病院の仮診療所の院内の医療者
のサポートが主業務になっていた。とは言っても、
日ごろ、緩和ケアしかしていない自分にとって、久
しぶりに娑婆の空気に当たったわけで、お荷物にな
らないようにというのが第一だった。
　何年振りかで、緩和ケア病棟ではまず行わない、
心臓マッサージもさせていただいたが、総じて、大
過なく業務を負えることができたのは、遠藤院長、
吉田副院長をはじめとする釜石病院の皆様の支援が
あったればこそである。
　震災当初、緩和ケア医がもっと現地へ行くべきだ
という意見が、業界内では聞かれていた。が、自分
は、その考えには心から賛同できなかった。つらい
思いをした話を聴くのは、何も医師である必要はな
い。そもそも緩和ケア医が、これから生き抜かねば
ならぬ人に、どこまで何ができるだろうか？実際、
自分は、現地であくまで一般医として、必要な対応
に終始した。一日の長があったとすれば、臨床心理
士さんの業務に明るかったことぐらいだろう。
　副産物が２つあった。１つは、緩和ケア病棟で
は、お目にかかることの難しい、非がんの緩和ケア
を必要とする患者・家族に遭遇したことである。震
災そのものとは関係ないことだが、今後の緩和ケア
の普遍化という意味で、大切な経験をさせていただ
いた。
　もう一つは、地域医療連携の良さである。ついで
に開かれた緩和ケアの講演会の際に、医師会と県立
釜石病院の連携の良さ、災害時の団結の強さを知る
ことができた。この場を借りて御礼申し上げたい。
下記はそれを知る前に作った講演会の演題である。

　痛み軽いわ　鉄の団結　仲間意識で　良い緩和

千葉県　第７期　丹　波　嘉一郎

緩和ケア医と震災支援



― 101 ―

　半年間にわたる自治医科大学医学部同窓会東日本
大震災支援プロジェクトの完遂、本当にお疲れさま
です。わたしも短期間（7月30日～8月6日）ではあ
るが、職場の広島大学病院の理解と本部や被災地の
方々のおかげで南三陸・登米地区の第20陣として
参加し、支援活動を無事に終えることができた。関
係者の皆さま方に感謝したい。この原稿は現地での
活動報告書ということであるが、特別な活動をした
わけではないので、東日本大震災のことを講義の中
で紹介しているので、そのことについて述べてみた
い。
　わたしは、医学科1年生のコミュニケーション
学の講義を4コマほど担当しており、その1コマ
を使いNASAで開発されたコンセンサス・ゲーム

（NASAゲーム）を行っている。シナリオとしては
「月面で遭難したら」、「砂漠で遭難したら」など危
機的状況の場面で、グループとしてどう活動してい
くか、どのような備品を持ち出すかなどをディス
カッションさせている。集団で意思決定することは
たやすいことではないが、話合うことで多様な視点
から物事を考えることができ、コミュニケーション
がポイントであると説明している。また、集団討議
の長所や集団浅慮、集団極性化などのリスクもある
ことや、災害現場ではブリコラージュの考え方で手
近にあるものでなんとかやり繰りすることが大切で
あると伝えている。集団浅慮は、東京電力の地震・
津波対策などは典型例である。被災された方々には
申し訳ないのであるが、震災が教訓的な題材になる
のでこの講義の後半で学生に紹介している。
　今回の東日本大震災では、わたしは同窓会の震災
支援プロジェクトと広島大学からの被ばく医療支援
に携わった。被災地から遠く離れた広島に住んでい
ると、震災は現実の生活にはほぼ影響がなく、震
災、津波、原発の被害はテレビや新聞の中の出来事
であり、現実感が乏しいと感じることがあった。恥
ずかしながら、登米・南三陸町で支援活動を行うこ
とが決まるまで、この地区のことは全く知らなかっ
た。ニュースでみていた最後まで避難を呼びかける

遠藤未希さん、防災庁舎のアンテナに掴まって助
かった役場の職員、Timeに選ばれた菅野医師、4階
まで浸かった公立志津川病院が南三陸町であること
を知り、そして志津川病院の屋上から瓦礫の街並み
をみて言葉を失ってしまった。西澤医師をはじめと
した被災された医療スタッフや患者さんから震災直
後の話を伺い、支援活動にきている多くの方々と親
睦を深めて心の中に元気や平和の尊さなど多くのお
土産を頂いた。
　被ばく医療支援については、広島大学は西日本ブ
ロックの第3次被ばく医療機関なので震災直後から
福島の支援を行っており、わたしは4月8日から12
日まで福島県に派遣された。派遣前日に原発近くの
Jヴィレッジへの派遣が決まり、家族は驚き、わた
し自身も目に見えない放射線の恐怖、原発の二次災
害への不安などを感じた。事故直後も第一原発で作
業をしていた英雄フクシマ50、放水作業をする消
防隊など決死の覚悟で原発事故の終息に向けて活動
をしている方々がいることを知っておりながら、ひ
るんでしまった自分はまだまだ修業が足りないと感
じる。
　講義の中では、南三陸での菅野先生や西澤先生の
活動や原発事故関連の記事やJヴィレッジの様子な
どを紹介している。初々しい１年生が被災地のこと
を少しでも理解、共感でき、彼ら自身が「これか
ら、人として、医師として、どうありたいか」を考
えるときの一助になればと思う。講義を受けた学生
が人にやさしい医療を提供してより良い日本を創り
だしていき、そして年老いたわたしの主治医となっ
てくれることを楽しみにしている。最後に、東日本
大地震で亡くなられた方のご冥福を祈るとともに、
被災地の一日も早い復旧と復興を願っている。合
掌。

広島県　第９期　溝　岡　雅　文

NASAゲームと東日本大震災
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　私は本学卒業生と結婚した関係で、2年前より山
口県で勤務していた。東日本大震災に大きな衝撃を
受け、何か少しでもできることがあれば、と思い、
7月28日から8月5日の9日間、同窓会のプロジェク
トに参加させていただいた。
　現地に到着後、南三陸町沿岸部の想像を絶するよ
うな光景に言葉を失った。瓦礫の山が海から川に
沿って続いていた。初日は米谷病院で当直業務を
行った。震災で自宅が全壊した糖尿病の患者さん
は、避難生活のストレス、義歯を失ったことから、
食事量が減ってしまい、低血糖発作を起こして、救
急車で来られた。エレベーターが壊れていたため、
入院する患者さんは2階の病棟まで数人で持ち上げ
て、搬送した。震災が人々の健康に多大な影響を与
え続けていることを感じた。
　津山診療所の外来では「遠くから来ていただい
て、ありがたいです。」と患者さんに言われると、
毎回、医師が変わってしまう状況でも、感謝して頂
けることにかえって申し訳ないような気持ちになっ
た。先陣の本学卒業生の診療が丁寧であったため、
信頼されているのだと感じた。近隣の住民に加え
て、津波の被害を受けて避難されてきた被災者もい
らっしゃった。被災者の方々では、ストレスによる
高血圧のコントロール悪化が目立った。自宅が津波
で流されてしまい、血圧計がないため、家庭血圧を
測定できない方も多くいらっしゃった。
　公立志津川病院が被災したため、外来診療はベイ
サイドアリーナに建てられたプレハブの南三陸診療
所で行い、病棟機能は登米市の旧よねやま病院に移
転した。南三陸診療所で西澤先生のお話を伺った。
薬がほとんどない中で、毎日、数百人の患者さんを
診療するという過酷な状況で、奮闘してこられた先
生の姿勢に頭の下がる思いであった。医師という職
業の原点を教えていただいた。外来と病棟が離れて
おり、30km以上の距離を一日に何度も往復する渡
辺先生のご負担は多大であった。自治医科大学同窓
会の医師がこの地域で活動する意義を再認識した。
　よねやま病棟では時間に余裕があり、患者さんと

ゆっくりとお話ができた。肉親と家を津波で失った
経験を涙ながらに話された患者さん。心不全のため
ベッド上で過ごされていたが、症状が改善し、入院
後初めて歩き、喜ばれていた患者さん。短い時間で
あったが、最終日には名残惜しい気持ちであった。
　被災地のガソリンスタンドで伺った話では、津波
の4日後にご主人が福島まで機械を借りに行って、
早くも営業を再開したとのことであった。「みんな
油が必要だったからね。」と話す姿に、人の力強さ
を感じた。仮設住宅には「全国の皆様、ご支援あり
がとうございます。」との大きな手書きの看板があっ
た。全てを失っても、このような気持ちになれるこ
とに、感銘を受けた。「福興市」というイベントが
開かれており、「語り部コーナー」という企画で、
被災者自ら辛い体験を、多くの聴衆の前で語られて
いた。「今日は悲しい話しかできませんでしたが、
今度、皆さんが南三陸にいらしたときは明るい話を
して、楽しんでいただけるよう、町の復興に向けて
頑張りたいと思います。」心に深い傷を負ったにも
かかわらず、あえてそれを人に伝えようとする想い
に、胸が熱くなった。
　今回の活動を通して、支援するというよりはむし
ろ多くのことを学ばせていただいた。震災、津波の
甚大な被害に心を痛めるとともに、人々の力強さに
大いに励まされた。震災による直接的な影響に加え
て、仮設住宅での独居者の孤独感など、課題は山積
している。もとより深刻であった東北地方の医師不
足に拍車がかかった状況であり、被災三県では入院
機能2066床が失われたと報道されている（毎日新
聞9月5日）。引き続き中長期的な支援が必要とされ
る。今後も何らかの形で関わることができれば、と
思う。このような貴重な機会を与えてくださった、
尾身先生、石川先生をはじめとする本部の皆様、南
三陸・登米の皆様に心より感謝申し上げます。

神奈川県　第31期　横　田　　　啓

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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8月9日（火）
　17時過ぎに診療終了し、身支度をして病院を出
る。水戸インターから常磐道へ。10日前に納車さ
れたTiguanはこの日のためとばかりに調子がよい。
北茨城の中郷SA小休止のあと、いわきから磐越道
へ。久々の磐越道はアップダウンやカーブが厳し
く、クルーズコントロールのありがたさを実感。郡
山JCから東北道へ。昼も食事をとらず外来診療を
やっており、さすがに21時すぎには空腹にがまん
できず菅生SAで食事。ソースかつ丼を食べ、いざ
車にもどる。なにやら運転席前方の様子がおかし
い。右フェンダーが薄暗い中でもなんとなく異様な
光り方。近づいてみると、なんと凹んでいるではな
いか。周囲には車はなく、当て逃げか。ショックを
受けながらも、ふたたび運転。

当て逃げで凹んだ新車Tiguan

　23時にやっと目的地の登米市立津山診療所に到
着。コーディネーターの稲垣先生、臨床心理士の曽
我部先生と田中先生に挨拶し、ビールを飲みながら

懇談。しばし情報交換したのち、就寝。
8月10日（水）

　車でよねやま病棟（公立志津川病院病棟部門）に。
病棟に上がり、師長にあいさつ。その後に回診。
3Fが一般病床になっており、内科の入院患者は8人
で、そのほか外科の患者が7人いた。いずれも安定
しており、特に積極的な介入を要する方はいなかっ
た。途中、自身の診療所を他の医師にまかせ応援診
療にきていただいている青木先生と懇談。その後、
2Fの療養病床にうつり、回診。内科8人外科4人の
計12人で、こちらも皆さん安定していた。
　昼は検食でカレーライスをいただき、その後午前
の診療を終えた鈴木院長（整形外科）と桜井副院長

（外科）と懇談。被災当時の状況から避難所近くへ
の診療所の設置、病棟部門の開設など、今までの経
緯をお聞きした。また、9月で今回のプロジェクト
が終了したあとも、可能なら土日の日当直の診療支
援をしていただきたいと要請された。今回は自治医
大卒業生の診療支援ボランティアとして伺っている
が、10月以降の場合、ひとりでは困難であり、ま
た派遣業務として支援させて頂く方がありがたいと
説明した。
　夕方、津山診療所にもどり、臨床心理士の二人と
食事にでかけた。ホテル観洋に電話して、そこのレ
ストランが禁煙であることを確認してから向かっ
た。海鮮丼を注文したら、大きくてびっくり、さら
に新鮮でびっくりした。高台にあるこのホテルは、
津波の被害を免れ、ボランティアの基地にもなって
いるようであった。いずれ落ち着いたらまた訪れて
みたい。

8月11日（木）
　午前中によねやま病棟に行き、入院患者さんの胃
瘻ボタン交換を行った。数日前に渡辺医師が内視鏡
を挿入しようとして、食道狭窄のため通過しなかっ
たとのことで、今回はフジノンの経鼻用の細径ス
コープを使用し経口で挿入した。前回同様狭窄があ
り、あたかも気管分岐部のように内腔が二つに分か
れており、食道潰瘍が治癒して癒合した粘膜橋に

茨城県　第13期　天　貝　賢　二

医学部同窓会東日本大震災プロジェクト参加報告
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人の計18人で、柳風園への往診もなかった。津山地
区の人、南三陸から避難している人など時間があっ
たので、職業や家族構成も含めて確認することがで
きた。普段の診療ではなかなかじっくりと診察をす
ることができず、ひとりひとりにゆとりをもって接
することができ、外来診療を楽しく感じた。
　この日の昼食は診療所近くの三浦屋に行き、天ざ
るそばをいただいた。客は自分ひとりきりで、貸切
り状態。座ったカウンターの隅に灰皿が置いてあっ
たので、タバコを吸ってもいいですかとお店の方に
確認したところ、「どうぞ、どうぞ」と二つ返事で
言われてしまい、「いや、そうじゃなくて、常に禁
煙にしていただきたいんですが」といったところ、

「普段は禁煙をお願いしているが、ひとりしかいな
いお客さんが吸いたいと言ったら、断われませんか
ら」とのことであった。「せっかくおいしい料理を
だしていただいているんですから、常に禁煙にして
いただく方が、安心して利用できます。機会があれ
ば、また伺いますので、よろしくお願いいたしま
す」といって、店を後にした。
　午後の診療が終了し、荷物をまとめ、稲垣先生と
臨床心理士のお二人を待って、18時ごろに出発し、
お盆前で渋滞する東北道をひたすら南下して宇都宮
駅前に着いたのは23時であった。駅前のラーメン
屋さん「花の季」でラーメンを食べて、今回の支援
活動を終了した。
　3泊4日の短い期間であったが、夏季休暇の半分
をのんびり過ごすことができ、結果的に被災地の医
療支援になったのであれば幸いである。
　なお、自治医大同窓会のプロジェクト終了後、
10月より当院の医師が交代で毎月１回よねやま病
棟の当直に伺うことになった。私もまた伺う予定で
あり、復旧・復興に向かう南三陸を拝見したい。

なったものと考えられた。結局、通常やっている方
法で経皮的にガイドワイヤー法で交換した。
　昼に検食をしていると、登米市立上沼診療所の
佐々木先生がよねやま病院を訪ねてくれ、私と青木
先生、稲垣先生と懇談した。佐々木先生は、宮城で
禁煙推進活動を以前から実践されており、数年前に
茨城県の研修会にお呼びした先生で、それ以来の
久々の再開であった。地域の実情を短時間であるが
お聞きすることができた。
　午後からはフリーということで、仮設診療所のあ
るベイサイドアリーナへ。西澤先生と約1時間懇談
した。被災時の状況、ベイサイドアリーナでの災害
対策本部の立ち上げ、災害医療コーディネーターと
しての医療支援の受け入れと撤収、イスラエルから
の診療施設・機材の譲り受けと仮設診療所の開設、
登米市から借り受けた施設でのよねやま病棟開設、
外来部門と病棟部門の二重の当直体制、プロジェク
ト終了後の当直体制などいろいろお話を伺うことが
できた。
　ベイサイドアリーナに設置された南三陸診療所で
当直開始。準夜帯で患者を二人診察、幸い軽症で診
察、簡単な検査と処置でお帰りいただいた。支援の
ために置かれたトレーラーハウスは冷房も入り、快
適に眠ることができた。深夜帯は問い合わせがあっ
たものの、受診者はいなかった。

8月12日（金）
　南三陸診療所の当直あけで、朝方、鼻をハチに刺
されたという女性が受診し、外用剤の処方と抗アレ
ルギー薬の注射を実施した。結局当直で診療したの
は以上の3人であった。24時間応需というのはたし
かに住民に安心を体制ではあるが、実質の診療効率
から考えると非常に効率がわるく、医師・看護師・
薬剤師の人件費や肉体的・精神的負担を考えれば、
長期に維持できるものではないと考えられた。10
月以降のよねやま病棟の当直支援を依頼されたが、
実質的には可能であるかもしれない。しかし、この
値性で長期間の支援は困難であろう。
　7時半にベイサイドアリーナを出発し、登米の津
山診療所へ。途中、志津川病院や町役場の庁舎を間
近にみて、茨城や福島の被災地より確かにひどいと
思った。とくに瓦礫やスクラップのような車の残骸
があちこちに残されており、5か月たってもこれだ
け残されているのだと感じた。
　津山診療所にもどり外来診療。午前12人、午後6
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　今回の震災支援、私１人が現地に入ったところで
いったい何ができるのだろうという思いがあった。
わずか数日間の支援は、「点」として終わるだけで
はないのか。実際に行った医療活動も、普段と何ら
変わりのない外来、病棟、当直業務であった。しか
し、津山診療所の壁に貼ってあるこれまで支援に来
られた先生方のずらっと並んだ名刺をみて、また、
現地の多くの方々からの話を聞いて、これまで支援
してきた先生方による個々の診療という「点」が、
実はずっとつながった一本の「線」になっているこ
とを感じた。さらに、私の後にもその「線」は９月
末まで途切れることなく伸びて行った。このこと
は、これまで本学卒業生が全国各地に「点」として
飛び込んだ地域医療が、現在「線」から「面」にな
ろうとしてきている姿そのものであった。当然、地
域医療は本学卒業生だけで支えられているのではな
く、多くの志のある医療者によって支えられている
ことは重々承知しているが、壁に貼られた沢山の名
刺を見ながら、自分が自治医科大学卒業生であるこ
とを少し誇りに思ったのも事実である。
　私は今回、被災された方々から多くの勇気や激
励、今後起こりうる東南海地震への備え、さらには
出会いという沢山の宝物をいただいた。また、勤務
地を離れている間、その地域の医療を守ってくれた
諸診医会メンバーや職場のスタッフに対して、改め
て私の中に仲間意識が芽生えた（私の片想いかもし
れないが…）。今回支援に参加させていただき、現
在私の働く地域のみならず、高知県内、そして日本
全体の地域医療を考えさせられる貴重な機会となっ
た。そして何より、「絆づくり」の大切さを再認識
した。
　南三陸をはじめとして東日本全体の一日も早い復
旧と復興を心より祈ってやまない。

高知県　第20期　内　田　　　望

東日本大震災支援に参加して

　8月5日～9日の5日間、本学同窓会の東日本大震
災支援プロジェクトに参加し、宮城県の南三陸町と
登米市に第21陣として派遣された。私が参加した
頃はすでに発災から約5ヶ月経過しており、支援体
制も軌道に乗っていたように思われた。
　今回の支援プロジェクトは、金曜日から翌週の土
曜日までの9日間を1クールとしていた。遠方から
自費で、さらには長期休暇を当てて今回の支援に参
加された医師も多くいると聞き、全くもって頭の下
がる思いである。その一方で、勤務地における医師
不在の問題や職場側の理解、現地までの交通費等が
足かせとなって、支援の思いはあっても実行に移せ
ない医師も多くいたのではと思われる。そのような
中、高知県ではへき地医療協議会という後ろ盾を受
けての支援活動が実行できたので、ここに紹介す
る。
　高知県では県と市町村、へき地勤務医師の三者間
で高知県へき地医療協議会（以下、協議会）が構成
され、その医師部門と位置づけされる高知諸診医会

（以下、諸診医会）がある。5月末には高知県から震
災支援に参加した4人の本学卒業生と県の関係者か
らの報告会を諸診医会医師に向けて行い、それによ
り7名の医師が新たに震災支援に参加を表明した。
　問題は約10日間の医師不在と往復の交通費で
あった。そこで、医師が支援に行くことでその地域
の医師が不在とならないよう、諸診医会内で代診医
を派遣し合うことにし、さらに交通費は協議会を構
成する各市町村の按分によって負担してもらう形と
した。また、1人の医師が1クールを担当できない
場合は、諸診医会の医師2人で1クールを担当し、
前半と後半を5日間ずつに分けて2人の間で引き継
ぎするという形をとった（コーディネーターの先生
方には変則の支援によってご迷惑をおかけしたこと
をこの場をお借りしてお詫びする）。結果的に、代
診医を派遣し留守を守った市町村も含めると、協議
会に属するすべての医療機関が直接的、間接的支援
を行った形となった。改めて関係者の方々の温かい
ご理解ならびにご協力に感謝したい。
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　自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロ
ジェクト（JMU	RED	SP；	Jichi	Medical	University	
alumni	 Reunion	 Earthquake	Disaster	 Support	
Project）・第21陣の一員として、後半の8月9日（火）
～13日（土）に、宮城県の登米・南三陸地区での
活動に参加した。

　3月11日（金）の午後はdutyがなく、ゆっくり入
院患者さんの回診を行っていた。ふと患者さんの
ベッドサイドのテレビを見ると、東北地方を中心と
した巨大地震の速報とともに、日本列島全体に大津
波警報・津波警報が出されていた。画面の向こうで
は想像を遥かに超える大津波が一気に押し寄せ、後
には高知県の太平洋沿岸にも津波が到達した。徐々
に被害状況が明らかとなり、同窓会諸先輩方のご尽
力で、本プロジェクトが間もなく立ち上がった。
　多くの同窓生が被災し、そのなかで活動する姿を
メールや報道などで知った。特に当時、公立志津川
病院で勤務されていた同期の菅野武先生には敬服し
た。自分も現地へとの想いが強くなった。しかし4
月には病院から診療所への異動が決まっており、身
動きがとれなかった。
　ところで高知県には、我々地域で勤務する医師の
集団である「高知諸診医会」（諸診医とは「諸々を
診療する」という意味で総合医を表す造語）と、こ
の医師団とその勤務先である医療機関が属する市町
村と県（担当部課・へき地医療支援機構）との三位
一体の共同体である「高知県へき地医療協議会」と
いう組織が存在する。平時より密な関係を持ち、へ
き地医療の確保と推進のため日々努力している。
　この結束力を活かし、高知諸診医会の総意とし
て、本プロジェクトに参加することに決定した。直
接現地に赴く医師のみならず、代診協力などで留守
を支える医師も間接的に参加するという考えであ
る。そして高知県へき地医療協議会の理解・協力も
得られ、公務出張としての参加と、必要な費用を県
市町村で案分することが決定した。またプロジェク
ト本部の配慮により、1陣を2人で分担して参加す

ることも可能になった。この高知県方式で、第21
陣・前半の内田望先生（20期・高知諸診医会会長）
から始まり、計7人が参加した。
　現地では、3月末まで一緒に勤務していた内田先
生からコーディネイター業務を引き継いだ。とにか
く色々な方と出会い、話を聞くことから始まると助
言をいただき、正にその通りであった。現場の空気
を肌で感じ、現地の方々、同陣・次陣の医師・臨床
心理士の方々、実に多くの方と時間を共有し、寝食
を共にすることにより、言葉では表せないほど沢山
の人生経験を積ませていただいた。
　西澤匡史先生（20期・公立南三陸診療所）には
多忙のなか貴重なお時間をいただき、震災からこれ
までの仕事、これからの仕事についての考え方を聞
かせていただいた。またご自身の経験から、近い将
来に予想されている南海大地震への心構えをもご教
授いただき、現状での対策の甘さを痛感した。
　非常に短い期間であったが、診療支援活動を通し
て、普段とは違う地域の医療の状況を知ることがで
きたことも、非常に有意義であった。高知県にいる
と当たり前に思えることも、実際には先進的で、上
手く運用されている事柄などもあり、非常に幸せで
有難いことだと気付かされた。高知県のへき地医療
ネットワークの素晴らしさを実感した。この恵まれ
た環境に安住せず、より良いへき地医療・地域医療
ためには、ますます皆で努力していかなければなら
ないと、心を新たにした。

　今回の活動参加に際し、貴重な機会を与えてくだ
さった、高知諸診医会・高知県へき地医療協議会を
はじめ、ご理解・ご協力いただいたすべての方に心
より感謝申し上げます。

高知県　第28期　稲　垣　健　志

活動を通して再認識
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　震災の時、私はバネ指の手術中であった。丁度、
腱鞘切開を終えたところであった。
　３３年前、自治医大２年生の時の宮城県沖地震を
想起したが、あの時より強く長い揺れが気になって
いた。宮城県沖地震の時は、解剖学の実習中で、ご
遺体がひどく揺れたことが印象的であった。しか
し、今回の揺れは薬棚の上の注射器類が落ちたり、
棚から本が落ちたり、より強い揺れでしかも時間的
に長かった。リハビリ中の患者さんを避難させた
が、停電で会計も受付ももちろん不能となった。手
術中の患者さんについては、停電になり無影灯が使
えなくなったが、日中で天気が良かったので窓から
の明かりで手術を続行できた。
　診療所は、建物は大丈夫であったが、カルテ倉庫
のカルテ棚のカルテが飛び出し、大変な有様になっ
ていた。自宅では、ワインセラーの扉が地震の揺れ
で開き、ワインが何本も飛び出し割れたと言われ
た。停電になっていたため、東北沿岸部での津波の
映像を知らなかった。ラジオでは、度重なる余震の
情報と言葉で報じられる内容だけで、どの程度ひど
かったのかが理解できなかった。
　翌日、宇都宮のマンションは停電してないとのこ
とで、宇都宮のマンションに行って初めて惨状をテ
レビで知ることになった。その後、真岡に戻り、断
水で給水車のお世話になり、ここも被災地なんだと
実感した。
　電気・水道が復旧したが、ガソリン不足で患者さ
んが来院できない日々が続いた。この頃から、故郷
宮城のために何かできないかと考えていた。まずは
義捐金を送金するようにした。休診にして支援に出
かけることは、ガソリンが無い中、毎日来院してく
れる患者さんの事を考えると難しかった。
　そうしているうちに、西日本の同期生などが次々
に宮城県などに支援に入ってくれる様子が伝わって
来た。何かできないかと考えていた時に、宮城県の
後輩から同窓会の震災支援プロジェクトを知り、石
川先生を紹介していただき、３日以上でも参加でき
るとのことで、毎年海外旅行に行っているお盆休み

を支援に利用することを思いついた。
　８月１３日から８月１５日のたった３日間では
あったが、岩手県立釜石病院で受け入れＯＫとのこ
とであった。自身の支援の目標は震災現地で働いて
いる医師の休養を取っていただくためと考えてい
た。
　実際、現場に行ってみると外来のシステムに慣れ
るまで時間がかかり。院内・院外処方選択をしない
ため薬局に迷惑をかけたり、一時専門外の外来処置
など常勤医の助けを借りたりしたので、どの程度自
分の目標を達成できたのか、はなはだ疑問であっ
た。
　自己満足かもしれないが、このような機会を頂い
たことを大変有難いと思っている。
　最後に、宮城県人として、今回の震災で多くの卒
業生が当県をはじめ東北被災地に支援していただい
たことを感謝したいと思う。

宮城県　第６期　渋　谷　　　聡

東日本大震災支援
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　8月12日（金）朝7時、被災地に向かって横浜市
の自宅を出発。8時少し前に品川駅に着き駅ビルの
中の和菓子屋、和楽紅屋の前で開店を待つ。被災し
た看護師さんや医師のお土産を買うために。この店
のオーナーはあの有名パティシエ辻口博啓氏。彼の
店を選んだのは有名、味だけではない。震災直後
に、彼が店の商品を持って南三陸町に食料支援に
行っていたことを私は知っていたからであった。そ
れを知れば皆更に喜んでくれる。東京駅で8時56分
盛岡行き、やまびこ273号に乗車。小山駅を過ぎた
辺りで右側の窓が気になる。自治医大は見えない
か。なんと、気づいた時には通過していた。流れる
景色を見ながら、3月11日の横浜での大地震、初め
て聴く大津波警報、目を疑う大津波の映像、東北出
身の同期生とその家族の安否、色々な事を思い出し
ていた。古川駅に着き陸羽東線に乗り換える。小牛
田駅に着き乗り換えをしようとした時、駅のフォー
ムでリュックを担いだ初老の外国人が手元の紙を見
ながら迷っているのに気づく。出来もしないのに英
語で話しかける。前谷地に行きたいと言っている。
同じ方面なのでしばし電車で同席した。彼はフラン
ス人で日本庭園の写真家であった。2ヶ月前に日本
に入国し、九州や北海道も回りながら東北に来てい
た。日本の庭園は小さくて美しい、日本の自然は美
しいと言ってくれた。放射能は怖くないですかと尋
ねると、いいえと返事してくれた。感謝の気持ちと
申し訳ない気持ちがわき起こっていた。彼が前谷地
で下車した後、しばらく外の景色を眺めていた。一
面に広がる稲作地帯。豊かな土地。ここはササニシ
キの一大産地。コシヒカリや秋田こまちに比べて自
然環境に影響されやすく育てるのが難しい。農家の
人の腕が良くないと育たないのがササニシキの特徴
である。悠々と流れる北上川を渡り目的地、柳津駅
に12時53分に到着。そこから歩いて登米市立津山
診療所へ。前陣の高知県出身の稲垣先生が出迎えて
くれた。そしてバスで山口県出身の村田先生も到
着。その後3人で公立志津川病院よねやま病棟に向
かった。途中、車の中で寮生活の話になり大いに盛

り上がった。結論は、今度このプロジェクトの集ま
りが栃木である時は、国道4号沿いのクライ食堂の
座敷でして欲しいということになった。段差の多
い、やや危ない道を20分くらい走ってよねやま病
棟に到着した。病棟に上がり看護師さんと渡辺先生
にご挨拶をしてから、私は1日目の業務、登米市立
米谷病院の当直に向かった。米谷病院では、お盆の
前日という事もあってお墓掃除のためにハチ刺さ
れが多かった。夜間に入院があり、震災後5ヶ月も
経っているのにエレベーターが動かないので、人力
で皆で力を合わせて階段で2階まで搬送した。13日

（土）は1日フリーだったので石巻市と南三陸町を
巡った。石巻では被災した家屋、焼けた学校、破壊
された石巻市立病院、がれきの山を目にした。やは
りひどい。そう思いながら南三陸町に向かった。柳
津から南三陸町へ向かって行くと急に景色が変わっ
た。家屋があったと思われる土地が土台だけ残して
茶色になっている。その周りの杉の木の色が津波の
影響で赤茶色に変色している。海はまだ向こうにあ
るのに、こんな所まで津波が押し寄せている。電車
のトンネルは瓦礫で半分塞がれていた。壊滅的なこ
の地区は戸倉地区だった。悲惨な光景を目の当たり
にしながら車を走らせて行き、志津川地区に入った
時に一瞬言葉を失った。酷い惨状。瓦礫が8割片付
いていると言われていても、それでも酷い光景。4
階まで津波が襲った志津川病院、住民の命を守るた
めに自らの命をかけて最後まで避難を呼び続けた防
災施設、壊滅的な住居の跡。呆然としてしまった。
14日（日）から18日（木）午前まではよねやま病
棟の日当直が中心。病棟の患者さんは安定してい
た。用がなくても出来るだけ病棟に張り付いてい
た。そこで看護師さん達からあの日の事を沢山聴か
せて貰った。「津波の第1波を目の前に見た時、も
う駄目だと思った。」「これ映画じゃないよね。私
達エキストラじゃないよね。」「第2波が来る前に、
自分の腕に消えないようにマジックで名前を書い
た。」「お世話になった事務長さんに最後にお礼の挨
拶をした。」「泣き崩れる同僚に向かって、死ぬ時は

神奈川県　第14期　西　岡　謙　二

「町を知る、人を診る、心に寄り添う」
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い、生きたい。」そう思ってもらえるような町になっ
たら良いと思う。志津川の海を眺めながら、そんな
事を考えていたら涙がこみあげてきました。地震、
津波、台風、豪雨、洪水、厳しい自然環境が日本人
に教えたことは、協力や忍耐力なんだと感じた。津
山診療所の横にあった高い土手は、度々洪水に悩ま
された北上川の治水対策として伊達政宗が作った堤
防であろう。松尾芭蕉が登米市を立ち寄ったのは
1689年（元禄二年）数えで46歳の時。私と同い年。
昔も今も変わらない風景なのだろうか。被災地を去
る時そんな事を考えていた。最後に、自治医大卒業
生としてよりも、医師としての使命と思いながら臨
んだ医療活動。しかし、志津川病院よねやま病棟で
の看護師さんへのお別れの挨拶の時、「西澤先生と
渡辺先生のことを宜しくお願いします。」と言いな
がら頭を下げている自分に驚いた。そして、その言
葉に反応した若手の看護婦さんが「それじゃあ、仕
方ないなあ。面倒見てあげちゃおうかなあ。」と言っ
た時、ナースステーションに爆笑が起こった。みん
なの笑顔が同時に弾けた瞬間であった。
（東日本大震災を忘れないために、2011年8月記す）

笑って死のうよ、と話しかけた。」「病院の周りで津
波で流されていく住民を見ながら、頑張れー、と絶
叫した。」「海に消えていった。」どの話を聞いても
私は返す言葉がなかった。5ヶ月が経ってやっと少
しだけお話してくれたのだと思う。口に出して言え
ない辛い事がまだもっとあるのだと感じた。よねや
ま病棟の5日間は私らしく看護師さん達と楽しく仕
事をした。医師の交代が激しいので看護師さん達も
気を使って大変だと感じた。何日目からか、看護師
さんから「先生。当直ではない時に申し訳ないので
すが、もし患者さんが何かあったら夜でも電話して
いいですか。」と言われた。とても嬉しかった。18
日（木）午後2時過ぎ。公立志津川病院よねやま病
棟の看護師さん達にお別れの挨拶。皆で記念撮影を
した。笑顔だった。「仕事をしていると津波のこと
を一瞬でも忘れられる。」その言葉は本当だった。
午後3時半、南三陸診療所に着き早速往診。戸倉地
区を車で移動している時に「津波の時に小学校の子
供達は山の上の神社に避難し、あの寒い夜、狭い本
殿に低学年の子供達を入れてあげ、高学年の子供達
は周りから木々を集め、火をおこし、外で一晩暖を
とった。親の安否を気遣いながら。」と看護婦さん
から聴かされた。その後、南三陸診療所の当直に
入った。夜、一人の高校生が祖母と一緒に来院し
た。「眠れない。気持ちが悪い。頭が痛い。」診察し
て異常は認められなかった。しかし、彼のご両親
は津波で流されていなかった。その日の夜は雨が
降り、外にいると肌寒いくらいだった。19日（金）
朝、津山診療所に戻り外来。お昼に三浦屋旅館で釜
飯を食べた。美味しかった。午後、津山診療所の2
階で激しい揺れ。NHKのテレビが急遽、高校野球
の甲子園の放送から地震情報に切り替わる。南三陸
町震度5、津波警報発令。帰りの新幹線のダイヤも
乱れた。あっと言う間の8日間だった。任務を終え
感じたことは、想像以上に被害が深刻な事。壊滅的
な被害を受けた南三陸の町の姿も、もともと医療資
源の乏しい地域に与えた医療の問題も、今後重要な
課題になると思う。でももっと深刻なのは、失った
多くの命と残された人たちの深い心の傷。これから
東北は復興に向かって歩み続けるのだと思う。今生
きている人たちにとって住みやすい町に向かって。
余計な事を言わせてもらえれば、「生きている人た
ちだけでなく、津波で亡くなった人たちも、今度生
まれ変わる時も、もう一度この町でまた生まれた
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＜はじめに＞
　2011年（平成23年）8月12日から20日まで、支援
プロジェクトの第22陣として参加し、岩手県立釜
石病院へ派遣された。同時期に本支援プロジェクト
から渋谷聡先生（宮城6期）、自治医科大学から沼田
暁彦先生（福島27期）が県立釜石病院へ派遣され
ており、同様の医療支援活動を行った。また臨床心
理士の宮崎圭子先生も第22陣に参加された。
　当時の釜石地域の状況であるが、震災から5か月
が経過し、既にすべての避難所は閉鎖されており、
避難所にいた方々は仮設住宅でそれぞれの生活を始
めていた。スーパーに行けば必要なものは揃い、お
客で賑わう日常的な買い物風景がみられたが、その
一方で、沿岸部で津波被害を受けた地区はほとんど
が手つかずのまま放置されており、少しずつ前進し
始めた被災された方々の生活と、復興とは程遠い物
理的な現状とのギャップの大きさに驚かされた時期
であった。
＜支援活動の実際＞
　支援業務内容は、県立釜石病院の医師の補佐（日
当直、日中の救急車対応）、県立大槌仮設診療所の
外来診療であった。お盆期間中であったため、休日
の日当直が業務の大半を占めていた。
　日当直は県立釜石病院常勤医師との二人体制で行
い、日直帯は平均30人、当直帯は平均20人、日中
の救急車は平均3台程度であった。疾患は多岐にわ
たり、脳卒中、虚血性心疾患、外傷、発熱、消化管
出血、動物咬傷などであった。大槌仮設診療所の外
来診療は午後の一枠のみであった。小外科や整形疾
患の対応が主で、午前中に多くの方が受診されるた
め、受診者数は7人程度と落ち着いていた。
　また8月17日には、これまで耐震工事中であった
旧館病室の病床制限が解かれたため、臨時病床とし
て使用していた一階処置室や、リハビリテーション
室からの患者移動のお手伝いをさせていただいた。
＜反省点＞
　お盆期間中の日当直が支援業務の大半であった
が、常勤医師の負担軽減に少しは貢献できたのでは

ないかと考えている。
　ただし避難所巡回診療や訪問診療が終了したこと
で、日中の救急車対応以外の業務が無くなってお
り、やや時間を持て余した感じもあった。空いた時
間に、何か手伝いができないかと、消化器内科初診
や発熱患者の外来診療を受け持たせていただいたり
もしたが、数的にはそれ程多くなく、かえって県立
釜石病院のスタッフに気を遣わせてしまったかもし
れない。プロジェクト終了を9月に控えた時期だか
らこその悩みだったかもしれないが、時間的余裕が
あるからといって支援を押しつけるのではなく、他
のボランティア活動にも通じるような、現地スタッ
フの要望が出発点となった支援内容を実践できれば
よかったと思われる。
＜支援活動へ参加して感じたこと＞
　津波被災地域を訪れたとき、テレビの映像からだ
けでは伝わらない、すべてをʻ想定外ʼとしてしま
う自然の猛威に言葉を失ったが、それを乗り越えて
きた現地の医療・保健活動の足跡を見聞きし、感動
した。今回そのお手伝いを少しさせていただいた
が、大切なことは、この経験・実績を風化させず、
より多くの方に伝え、情報共有していただくことで
あり、そうすることが強い災害医療体制作りにつな
がると考える。
　最後に、本支援活動の参加に当たり、不在時の代
診をしていただいた保坂稔先生（山梨3期）をはじ
めとした都留市立病院の先生方のご協力と、支援参
加を快く承諾してくださった道志村の皆様のご理解
に、改めて感謝申し上げる。また被災地の一日も早
い復興と、今なお現地の医療・保健活動の確保のた
め日々頑張られている皆様のご健康を祈念し、報告
を終わる。

山梨県　第28期　長谷川　浩　之

東日本大震災支援プロジェクト参加報告
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　はじめに、このたびの震災で亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心
よりお見舞い申し上げる。私は今回の派遣では人に
語れるほどの仕事はしていないが、参加者全員執筆
とのことなので、簡単に報告したい。
　私は自治医科大学脳神経外科に勤務しているが、
3月以来、多くの同窓生や自治医大職員が東北各地
へ向かうのを横目に、もどかしさを感じていた。し
かし、ただでさえ人手不足の中、仕事を休んで被災
地に行くことはできない。「自治医科大学・附属病
院での間接的な後方支援が自分の役割である。」と
言い聞かせ、日常の業務を行っていた。
　そのような中、7月、自治医科大学のメールマガ
ジンで、同窓会震災支援23陣（8月）の枠に空きが
あることを知った。従来1週間単位での派遣が、そ
の一部でも良いとのこと。すでに確定していた夏休
み（公式には年休）に重なるので、少々のスケジュー
ル調整の後参加希望を申し出た。
　第23陣	登米・南三陸地区（平成23年8月19日～
26日）は、急遽参加したワンポイントリリーフの3
名（大阪17期　桑田	吉峰先生、宮城17期　阿子島	
裕倫先生、栃木	8	期　益子	敏弘）で、それぞれクー
ルの約半分の参加となった。初期のころに出かけら
れた先生方と異なり、8月ともなればプロジェクト
も後半。すでに先陣が築いた道ができており、それ
をたどればよい。しかもクール後半に相当する火曜
日から参加した私は、コーディネイターを拝命しな
がら、その業務はすでに阿子島先生が大方済ませて
くださっていたため、何の苦労もなく診療に携わる
ことができた。しかし、変則的なシフトゆえ標準的
なスケジュールを消化できずに、住民の方々・関係
各位・前陣までのコーディネイターの先生方には大
変ご迷惑をおかけしたことをお詫びしたい。
　以下、メーリングリスト上の報告を転載する。

活動内容
１．公立志津川病院・南三陸診療所
　西沢先生と懇談。震災直後から長期的展望のもと

診療された先生から直接お聞きしなければわからな
いことも多く、有意義であった。当直なし。
２．公立志津川病院・よねやま病棟
　在院患者は増え、8月25日の時点で一般22名（う
ち内科15名）、療養12名（うち内科8名）。平均在院
日数20.3日。
３．登米市立津山診療所
　前陣までと著変なし。旧・柳風園への往診なし。
8月28日閉鎖の予定であったが、新たな入所者があ
り、予定変更の可能性もありとのことであった。
４．登米市立米谷病院
　前陣までと著変なし。24陣の予定を高橋事務局
長にお伝えした。
５．宮城県卒業生との懇談
　阿子島・益子が西澤先生と懇談。
　桑田が佐々木先生と懇談。
　いずれも大変有意義であった。

　南三陸町は報道通りの惨状だったが、瓦礫の撤去
はかなり進んでおり、道路も多くは通行可能であっ
た。市街地全体が空地や廃墟と化し、夏草が生い
茂っているのが印象的であった。
　職務自体は通常と変わらない診療業務であった
が、患者さんや医療従事者、あるいは地元の方々か
ら震災以来の様々な体験談をお聞きした。
　この度の活動にあたり多くの方々に大変お世話に
なった。お役に立てたことよりも、いただいた貴重
な体験の方がはるかに大きかったように思う。参加
の機会を与えてくださった本部の方々、現地の関係
者各位、そして患者さんたちをはじめとする住民の
方々、そして快く送り出して下さった職場の皆様に
は大変感謝している。

栃木県　第８期　益　子　敏　弘

ワンポイントリリーフ
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　今回、自治医大が行ったプロジェクトは３月から
9月末までの非常に長いものでしたので、後半は医
師が見つからなかったところがいくつかありまし
た。そのひとつで最後まで数日間だけ医師が途絶え
てしまうところのその穴埋めとして、金曜日から日
曜日までの2泊1日だけ参加させていただきました。
この度のプロジェクトで一番短い期間の医師です。
プロジェクトに参加した方がいろいろな医療、現地
に関してのことを記録に残されますので、ほとんど
の方が知らない震災当時から０陣が入ってくるまで
のことを少し記録にとどめておきます。
　大阪出身の私がなぜはじめからプロジェクト名簿
に名前があり、この23陣に少しだけ手伝えたかと
いうと、そのときに震災地である岩手県一ノ関市千
厩で働いていたからです。現在私はフリーランスで
産婦人科、総合診療内科、消化器内科という（自治
医大の精神にのっとった？）幅広く総合医として働
いており、毎週金曜日は、岩手県立千厩病院総合診
療内科で勤務しており、3月11日（金）午後2時46
分は千厩病院で急患対応をしていました。
　地震発生時に、もちろんただ事ではないことはわ
かりました。まわりの棚にあるものはほとんど落ち
アルミサッシの窓がしなっていました。外に見える
家の雨戸は外れて落ちていました。すぐにライフラ
イン全てが止まってしまいました。病院の電源は非
常電源として使えましたが、テレビは電波が来てい
ないために、外からの情報はまったく入ってこなく
なりました。職員すべてがどうしていいか途方にく
れていました。
　しばらくして隣の県立大東病院に応援に行ってい
た医師が戻ってきて、大東病院に亀裂が多数入り倒
壊しかかっているとのことでしたので、千厩病院に
いる職員はまず今できること、隣の大東病院の患者
の移送におわれました。非常時の衛星回線が何とか
つながったのでそれで連絡を取りあい、深夜までに
救急車や役場の車で45人の入院患者を千厩病院に
移送しました。医師不足で閉鎖していた5階病棟を
患者がくるまでの時間に職員全員で使えるように

し、119床から以前の190床に拡張したのです。こ
のとき作った病床が後の沿岸部からの患者の受け入
れに貢献できたのは言うこともありません。もちろ
んエレベーターは使えなくなっていますので全員で
移送患者を担架で5階まで担ぎ上げました。すべて
が終わったのは午後10時を超えていました。前日に
自宅の引越しをした私は家族が心配であったので、
その後岩手医大からの外勤医師とタクシーにて盛岡
に戻りました。電気の全くないもちろん信号も着い
ていない峠には雪が積もっている暗闇の世界を走っ
て戻り着いたのは翌日でした。
　24時間ほどたって電話が時々使えるようにな
り、36時間後には盛岡市には電気も来るようにな
り少しは震災の状況がわかるようになりました。震
災の大きさがはっきりわかるようになり、千厩病院
が24時間後方支援病院として重要な役目を担うで
あることが明らかでした。私は週末からの勤務地栃
木に行くことが不可能であり、また千厩病院の伊藤
院長からも手伝い要請があったために、日曜日に多
量の食料（支援物資）を盛岡市で買い求めタクシー
で再度千厩病院に戻りました。発生から48時間後
のことです。
　この前後にすでに0陣の古屋、白石両先生は行動
を起こしていました。お隣の藤沢町民病院（現在　
町村合併のため　一関市立藤沢病院）には、翌日に
は両先生が入ってこられました。（今でこそ書ける
の話ですが、白石先生は東北に入ってからずっと栃
木に戻るまでオーバーヒートしていました。何度も
古屋先生がとめに入っていましたがこの情熱が回り
の人たちにいい影響を与えたことは言うまでもあり
ません。）
　私は、13日から3月20日まで、千厩病院のスタッ
フとともに岩手県、および宮城県の沿岸部の入院が
必要な患者の受け入れを行い、千厩の地で行える医
療を行っていました。
　3月20日に第1陣を乗せた（社）地域医療振興協
会のヘリコプターで藤沢より乗り→釜石→利府給油

（仙台空港が使えないために山間部の土地を代用し

大阪府　第17期　桑　田　吉　峰

第23陣　穴埋め
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ていました）→新木場、そこからタクシーでなぜか
首相官邸→自治医大と戻り、栃木での勤務先の当直
にそのままはいりました。翌週からは緊急車両の手
続きを取って、栃木と岩手の週1000キロの移動を
新幹線再開まで毎週行いました。
　初めての週の3月25日には0.5陣の森田先生を当時
の藤沢町民病院（現在町村合併のため一関市立藤沢
病院）でピックアップし、南三陸町ベイサイドア
リーナへ。これまで千厩で後方支援をしていました
ので患者スタッフなどから話には聞いていました
し、またヘリコプターで上空から陸前高田の何もな
い様子はみていましたし、テレビなどの映像である
程度は知っていましたが、始めて地上から入った震
災地はひとこと言葉に言い表せないほどのすごい状
況でした。このときあの有名人になった菅野先生を
被災地から仙台の自宅につれて帰り、なおかつ森田
先生を新幹線が動いている北限の那須塩原駅に届
けました。途中郡山では大雪、あと少しで高速が
チェーン規制になるところでした。福島でもまだ雪
の降る寒い季節でした。

　震災から半年以上が経ち、次の季節を迎える季節
になりました。現在ですが、宮城県気仙沼地区の仮
設住宅の建てる土地が不足し、岩手県側にできてい
ます。津波をかぶっていない土地ででは何もなかっ
たようにもとの住民は生活しています。その中に避
難民が肩身の狭い生活をしています。わたしができ
ることは自治医大卒業生として今まで学んだ知識で
自分の働いている地域で、医療を提供できることで
す。支援プロジエクトは6ヶ月で終了しましたが、
私のできることとして10月から千厩病院で金曜日
の午後に婦人科の外来をオープンしました。この地
域が落ち着くまで少しでも役立てることをしていき
たいです。
　最後に、今でも0陣の古屋先生は、山梨→気仙
沼・本吉とボランティアで月に数回手伝いに行って
います。このようなすばらしい先輩がいたからこそ
今回のプロジェクトは成し遂げられたと思います。
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プロジェクトに参加するまで
　H23/3/11（金）、東日本で地震が発生した時、勤
務中の病院で外来診療中であった。外来の合間に病
棟に上がり、患者さんやスタッフが、食堂のテレビ
で地震・津波の様子を食い入るようにみており、そ
の衝撃的な映像に誰もが言葉を失っていた。その日
は患者数も少なく、病棟も落ち着いており、地震後
はテレビの情報に聞き入っていた。津波警報の範囲
がみるみる広がっていき、四国にも達していたが、
幸いなことに高知の被害はほぼなかった。気になっ
たのは、やはり東北の友人の安否であった。友人が
住んでいる地域も被害が大きかった。電話はつなが
らず、すぐにメールもするが即答はなく、時間が
経っても何人かは音信不通、最悪の状況も考えてい
た。
　すぐに、自治医科大学から卒業生に向けて被害状
況の確認、支援場所はどこがいいかという内容で
メールによる呼びかけがあった。なるほど、全国に
卒業生のいる自治医科大学としての強みだと感じ
た。友人の安否も依然分からず、とにかく何か自分
にできることはないのだろうか、と考えていた時、
自治医科大学医学部同窓会として東日本大震災支援
プロジェクトが発動していることを知った。院長に
相談し、参加の許可はもらっていたが、医師として
経験豊富な先生方が支援に行かれている状況をみ
て、本当に自分が役に立つのだろうか、逆に足手ま
といになるのではないだろうかという思いが、参加
への一歩を踏みとどまらせていた。しかし、早期の
段階で高知県の卒業生も現地支援に行かれており、
その報告会で現地の様子、思いを聞き、やはり自分
も参加しようと決めた。可能ならば、友人の元気な
姿が見たいという思いもあった。また、必ず起こる
といわれており、自身も経験するであろう南海大地
震を考えると、今回の地震、津波の状況を、直接見
ておかなければいけないとも思った。

プロジェクトに参加して
　日程は8/19～8/26で県立釜石中央病院と決まっ

た。勤務病院の他の医師たちの協力の元、フルの日
程で参加することができた。初日に、被害の大き
かった沿岸部、その周辺地区を案内していただき、
被害状況を直接みて、言葉が出なかった。流された
建物のあとには、草が生い茂っていた。そこで瓦礫
を撤去する人々、警備をする人々。いつまで続くか
分からない、途方もない作業だが、みんなが悲しみ
を背負いながらも、復興に向けて動かなければなら
ないという思いがひしひしと伝わってきた。
　病院の業務は急患対応と日当直が主であった。本
院の沼田先生もおられ、またどの科の医師も相談し
やすく、私にとっては心強かった。前陣より病床数
が増加し、混乱が予想されていたものの、大きな混
乱もなく経過したように思う。しかしベッドは1週
間で倍近く埋まり、それでもまだ元々の病床数の半
分以下であり、今後軌道に乗せるまでにはまだ時間
を要し、それまで支援の継続は必要と思われた。
　同窓会のこの形式の支援プロジェクトが終了して
も、現地のニーズに応じて、新しい支援の形もでて
くるかもしれない。復興へ向けて多方面の職種の
方々が頑張っておられるが、道のりは果てしなく遠
いと感じた。病院のことだけでなく、今回の地震、
津波に関して、私たちの関心がなくなることはあっ
てはならないことだと感じた。

最後に
　経験も知識も浅く微力でしたが、今回このプロ
ジェクトに参加させていただき、多くのことを感
じ、学ばせていただきました。日程調整などをして
くださった本部、高知県の関係者の方々、派遣先で
ある釜石病院の医師、看護師などスタッフの方々、
このプロジェクトに関わっている全ての方々に厚く
御礼申し上げます。
　また、一日も早く東北が復興し、皆様に笑顔が戻
りますよう、心よりお祈り申し上げます。

高知県　第31期　藤　原　千紗子

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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　かの３月１１日は大阪のオフィスビル６階にお
り、めまいをおこしているのかと錯覚するほど不気
味な揺れが数分間続いた。帰宅してから目に飛び込
んできた津波の映像の衝撃は、おそらく自分の人生
で最大級であろう。以後、その続報に接しながら自
分で何か力になれることはないかと情報収集してい
る中、本学卒業生が動き出したとの連絡を受ける。
できるだけ早く参加したかったが、勤務先との調整
がうまくいかず第24陣での参加となった。
　長崎２５期の野中孝一医師とペアで第24陣とし
て登米、南三陸地区の活動に参加した。

＊よねやま病棟の病棟業務を中心に津山診療所外
来、米谷病院の当直業務を行った。併せてコーディ
ネーター業務を担当した。医療面では慢性疾患の管
理が中心で、義務年限中の地域医療と同じ感覚であ
まりストレスを感じることなく行うことができた。
ペアの野中医師も総合医としてのスキルが高く、初
対面にもかかわらず安心して共同で業務をこなすこ
とができた。
＊よねやま病棟は９月より全国医学部長病院長会議
等、複数の医療機関からの支援がはいることとなり
当プロジェクトとしては撤退することとなる。25
陣からは主な業務としては津山診療所外来、南三陸
町仮設診療所外来往診、米谷病院当直、登米市立豊
里病院外来当直となる。これらに関する各方面との
調整を行った。
＊とちぎTVによる取材を受けた。栃木県内で後日
放送された。
＊よねやま病棟、南三陸町仮設診療所に関しては当
プロジェクトに対するニーズが減少してきおり、ボ
ランティアベースでなく長期的な支援が期待できる
体制が整いつつあるので当プロジェクトとしては一
定の役割を終えつつあると感じた。
＊震災発生より５カ月がたち、当プロジェクトが関
わった病院は全体的に震災前の診療体制に戻りつつ
ある状態であった。フットワークが軽い我々のよう
な団体は、被災直後の行政が稼働していない状況で

は力を発揮したと思われるが、行政の機能が立ち上
がり通常の診療に近づきつつあったので、９月末で
撤退したのは絶妙のタイミングであったと考える。
＊南三陸町は仮設診療所との距離があるために医師
の移動時間が長く、負担が大きい。市町村の枠にと
らわれない医療の広域化が必要と感じた。
＊臨床心理士３人を含め計５人が初対面でありなが
ら、同宿でチームとして結束し無難に活動できたこ
とは貴重な体験であった。（写真参考）

　最後に、このようなすばらしいプロジェクトを立
ち上げ、遂行された本部の方々に感謝申し上げま
す。また被災地におかれましては１日も早い復興を
心よりお祈り申し上げます。

任務終了時の風景（宿舎にて）

愛媛県　第19期　土　井　貴　明

第24陣登米南三陸活動報告 　8/26-9/2
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　平成23年3月11日は長崎県対馬市の上対馬病院に
いた。午後の診療の合間に医局に戻ると、TVは震
災・津波被災地を非現実的な世界として映し出して
いた。医師として、人として現地で何かできないか
を考えていたが、当時は日常業務を行うだけでも精
一杯であった。4月に異動があり、現在の病院に勤
務する中で、本プロジェクトを知り応募した。第24
陣に愛媛県19期の土井医師とペアを組み、登米・
南三陸地区の医療支援活動に参加した。
　8月25日に長崎から東京まで移動し、8月26日に
新幹線とバスを乗り継いで支援拠点である津山診療
所に着いた。第23陣の栃木県8期益子医師より引継
ぎを受け、早速よねやま病棟へ宮城県30期渡辺医
師と青木医師を訪ねた。移動は日産より提供された
乗用車を使用できたが、土地勘が無いこと、地震で
道路状況が悪いことが重なり、多少不安ながらも
カーナビを頼りに着くことができた。よねやま病棟
は老朽化が進んでいたが、これまで勤務した病院と
病床数や疾病内容などは似ていた。医療活動として
は特に問題は無いと思われたが、スタッフ、患者さ
んは震災の被災者であるということは頭から離れな
かった。両医師との挨拶もそこそこに米谷病院の当
直に向かった。この病院も老朽化が進んでおり、地
震によりエレベーターが故障したままであった。医
局で宮城17期の佐々木医師と面会し、登米市の医
療状況、震災後の詳細な話を伺った。夜間は救急車
を含む数人の急患を診療した。
　8月27日は1日フリーとなっていた。佐々木医師
の御好意により、登米市上沼診療所見学をさせても
らい、地域の医療状況について説明を受けることが
できた。昼食まで御馳走になった。午後、初めて被
災地である南三陸町を訪れた。震災から約5ヶ月経
過しているにもかかわらず、道路以外はまだ瓦礫が
散乱している状況であった。大勢の黄色いビブスを
着たボランティアの方々や、重機を操りダンプカー
に瓦礫を乗せて運んでいる工事関係者が大勢いた。
公立志津川病院やその周辺を散策し、改めて自然の
猛威を感じた。

　8月28日はよねやま病棟の日当直だったが、外来
部門がなく、病棟も落ち着いていた。
　8月29日は津山診療所外来が終了後、南三陸の仮
設診療所へ宮城県20期の西澤医師を訪ねた。診療
のみならず、地域の医療統括、マスコミ対応など多
忙を極めている状況にありながら、震災時、震災後
の医療状況などについて説明していただいた。
　8月30日はよねやま病棟の日当直であった。同日
は渡辺医師がよねやま病棟と南三陸仮設診療所を2
往復するスケジュールとなっており、時間的、距離
的な負担が大きいと感じられた。
　8月31日は終日よねやま病棟勤務であった。
　9月1日からは山形大学より1名医師派遣が開始と
なった。無償ボランティアではなく、継続可能な勤
務形態ができつつあり、まもなく終了を迎える本プ
ロジェクトの活動期間としては適当であったと考え
られた。
　9月2日は終日津山診療所の外来勤務を行った。
午後には第25陣の群馬県18期細野医師、高知県23
期の棚田医師が到着したため、支援活動の引継ぎを
行い、現地での活動を終了した。

謝辞
　本プロジェクトへの参加を快諾して頂いた医療法
人光善会長崎百合野病院の江崎辰夫理事長、また不
在時の代診業務等をして頂いた山下昭彦外科部長な
らびに石川浩史外科医長に深謝の意を表する。

長崎県　第25期　野　中　孝　一

第24陣（8/26-9/3）の活動に参加して
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　登米・南三陸の同窓会医療支援25陣として、高
知県の棚田先生・上田先生と共に参加いたしまし
た。二診療所（南三陸仮設診療所・津山診療所）と
三病院（米谷病院・豊里病院・志津川病院よねやま
病棟）の外来診療・当直業務などに携わりました。
登米市での診療支援はほぼ平常通りの環境と思わ
れ、地域医療で直面する常勤医不足をここでも痛感
いたしました。南三陸では仮設住宅や仮設診療所な
ど未だ非常時体制と判断され、医療環境も含めた今
後の常時への移行について多くの資源・時間が必要
と感じました。特に志津川病院の外来と病棟が離れ
ている現体制では、それぞれに当直が必要であり常
勤医の負担が大きいと思われます。
　震災発生から半年経過しての支援参加であり、地
域の方々に当時の状況をお聞きするようなことはし
なかったのですが、震災後の精神的不安をお話しさ
れる患者様もいて、未だ震災が現在進行形であるこ
とを認識しました。大半のスタッフはこのような状
況でも真摯に業務に取り組んでいて、長期化に伴う
スタッフへの精神的なサポートも必要と思われまし
た。そういった面からも今回の臨床心理士チームの
カフェなどでの取り組みは非常に効果的と思われま
した。また、登米・南三陸と行政圏の違いがそのま
ま医療圏の違いとなっており、医療サービス提供の
面からは不利であるように感じました。現状では特
定の人間の頑張りに依存している部分が大きいと感
じられ、それらが破綻したときには地域医療が維持
出来なくなるのではと危惧されます。これらは今後
病院機能の集約も含めた地域医療再編での課題と考
えます。
　個人的には、海なし県（群馬・栃木）のみでの生
活しかしたことがなく、南三陸で目の当たりにした
津波の恐ろしさはとても心に残りました。また、こ
れまで活動したことのない地域で医療に従事するこ
とや、平素接する機会の少ない臨床心理士の方々と
も交流する機会が得られ、貴重な経験になったと思
います。
　最後に、今回の震災で亡くなられた方々のご冥福

と、また、現在までもこれからも尽力される皆様が
健やかに過ごされることをお祈りいたします。貴重
な経験の機会を与えていただき感謝いたします。

群馬県　第18期　細　野　達　也

東日本大震災被災地支援第25陣報告
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　私は、９月2日～6日の5日間、本学同窓会の東日
本大震災支援プロジェクトとして宮城県の南三陸町
と登米市に第25陣前半の支援に参加させて頂いた。
私が参加させて頂いた時期は、すでに東日本大震災
発生から約半月が経過しており、支援内容も外来診
療や当直業務の支援であった。第25陣は、東日本
大震災支援プロジェクトの撤退準備時期となってお
り、第25陣のコーディネーターをされた細野先生
はコーディネーター業務以外の物品リスト作成など
もこなされて、お手伝いの気遣いが全く足りなかっ
たことを反省している。
　支援日程と支援内容は、９月１日最終便の飛行機
で東京へ入り、２日に新幹線とバスを利用し、午後
２時頃に津山診療所に到着し、24陣の方より申し
送りを受け、午後６時より米谷病院での当直業務を
行った。午後８時より医局で佐々木先生と細野先生
にお越し頂き、懇談した。3日はよねやま病棟で午
前９時から午後3時まで日直業務を行ったが特に業
務はなかった。４日は午後４時より南三陸診療所で
西澤先生にお話を伺った。5日の午後に津山診療所
の外来業務を行った。6日午前に登米市立豊里病院
の外来を午前9時から11時30分まで行った。午後2
時頃上田先生を迎え、大まかな申し送りをし、バス
と新幹線を利用し同日東京に泊まり、7日に梼原に
着いた。
　米谷病院での当直業務は、蕁麻疹の対応が１件、
入院患者様の看取りが１件、御家族からの急性腹
症の診療の依頼が１件あった。急性腹症の患者様
は、梼原病院での業務であれば自分でレントゲン、
CT、血液検査などを自分一人で行えるので、対応
したいところであったが、米谷病院では検査はすべ
て技師の方に来ていただき、対応することとなるた
め、心苦しかったが救急車で対応可能な病院へ行く
ように伝えていただいた。しかし、東日本大震災直
後は、重症患者様を多数受け入れ、救急車も受け入
れていたので、支援に来られた医師も多忙であり、
大変お世話になったと看護師さんに伺い、米谷病院
のスタッフの皆様は被災されながらも、自分の事よ

りも多くの町外の急病患者様のために不眠不休で手
を尽くされていたお話に敬服した。
　また、津山診療所での外来業務は患者様も少な
く、看護師さんより東日本大震災直後の状況から少
しずつ普段の業務に戻っていく過程の話を伺うこと
ができ、本学の卒業生として微力ながらお手伝いで
きたことを誇りに思った。
　今回の支援に関しては、支援期間中の医師の不在
と、交通費の負担が問題となる中、高知県からは、
合計7人の医師が支援に行くことができた。高知県
は、高知県と市町村、僻地勤務医師の三者間で高知
県へき地医療協議会が構成されており、医師の不在
に対してはお互いに代診医を派遣することとし、交
通費に関しては、高知県へき地医療協議会を構成す
る各市町村が分担して負担して下さることとなり、
7人が分担して支援に行くことが可能となった。他
県の方の話を伺うと、義務年限内の医師は、支援は
行きたくても行けないとのことだが、高知県は、義
務年限内の医師も含めて合計７人の医師が支援に行
かせていただけることになり、支援体制に感謝して
いる。特に、私が勤務している梼原病院からは３人
の医師が支援に行かせて頂き、梼原病院の関係者の
方々の理解にも感謝する。
　支援に行かせていただき、本学の卒業生及び、臨
床心理士の方々と交流を持つ事ができた事も非常に
良い体験であった。また、お忙しいなか、佐々木先
生、西澤先生にはお時間を割いてお話しをして頂き
本当にありがとうございました。またコーディネー
トして下った先生方にも感謝もうしあげます。最後
になりましたが、全てを奪い去った津波から、1日
も早く平穏な日常が取り戻せる事を心よりお祈り申
し上げます。

高知県　第23期　棚　田　純　代

東日本大震災の支援で感じたこと



― 119 ―

　2011年3月から9月末にかけてのそれぞれの時期
での支援内容を知ることで、その時その時の医療支
援の内容の移り変わりを知ることが、今後に活かせ
るものになると考え、私、次呂久が釜石を訪れた時
の様子や、その時の自分が感じたことを書き記す。
　この時、私は沖縄県30期卒で、医師５年目であ
る。沖縄県立中部病院で3年間のローテート研修を
終え、２０１０年４月より渡嘉敷（とかしき）島の
渡嘉敷診療所（医師1名、看護師1名、事務員1名）
に勤務している。那覇市から高速艇で35分、住民
７００人弱の島である。
　3月11日の大地震が日本を襲ったその時、私は友
人の結婚式へ出席するため、沖繩から羽田空港へ向
かう飛行機内にいた。その後、都内は大混乱、私は
羽田空港で一晩足止めされることになった。結局、
友人の結婚式へは参加できず、また、その結婚式も
停電や参加者不足に見舞われたが、式は無事コンパ
クトに行われたとのこと。
　私は旅の途中に、ある意味、被災してしまったわ
けであるが、勤務先の診療所に戻ってから、同窓会
の当プロジェクトの報告メールや、テレビ、イン
ターネットでの報道を見る中で、津波で被災した現
地を実際この目で見て感じるものを得て今後に繋げ
たいという思いに駆られ、申し込んだというのが正
直なところである。
　職場の都合上、正規の10日間参加とは行かな
かったが、釜石第25陣の後半として9月5日（月）
に岩手県釜石へ入ってから9月10日（土）の宇都宮
でのデブリーフィングまでの5泊6日の期間で本プ
ロジェクトに参加した。
　訪れた県立釜石病院は津波被害は受けておらず、
5月頃より始まった病院の耐震補強工事も8月初旬
には完了し、病院としての機能（入院・検査）もほ
ぼ取り戻されている時期であった。
　これまで同窓会プロジェクトからの医師は病院内
の宿直室で過ごしていたとのことだが、私の時より
病院敷地内の官舎「こじか荘」に空室の都合がつい
たとのことでそこでの宿泊となった。

　臨床心理士釜石18陣の林惠子心理士、高橋紀子
心理士と、2週間ごとの応援で来ている自治医科大
学消化器一般外科の清水徹一郎医師と病院医局内の
一区画を支援メンバーとして共有し、お世話になっ
た。
　支援内容は主に県立釜石病院救急室での急患対
応、救急室当直応援、大槌病院仮設診療所の外科外
来応援（半日）であった。
　日中は救急車搬送された患者さんへの初期対応、
ワークアップ、入院となる患者さんは各科のオン
コール医師に入院依頼をする、という流れであっ
た。医師と患者という関係ではあるが、様々な地元
の方と接することができ、やりがいのある内容で
あった。ちょうど静岡県の聖隷浜松病院から藤田直
子研修医2年目も被災地での地域研修とのことで来
ており、救急室対応にて指導医的な役割をすること
もあった。
　大槌病院仮設診療所はイスラエル軍が残していっ
たノルウェー製の移動式仮設診療所（プレハブ）で
あり、６月２７日より診療を開始しているとのこ
と。仮設調剤薬局も近設されていた。午後枠の外科
外来応援とのことで主に外傷を中心に診せていただ
いたが、地元で仮設住宅に入居されている方や、支
援に来て怪我をした方など患者層は様々であった。
震災後６ヶ月目という地域背景における日常の中で
起きてしまった外傷を診させてもらいながら、その
土地にいらっしゃる人々の生活を垣間見ることがで
きた。
　早朝や夕方などの自由時間には、貸し出し車両を
運転して津波の被害にあった沿岸部を見に行った。
市街地の瓦礫は概ね撤去されているなか、解体され
ていない荒れ果てた鉄筋コンクリートの住宅や無残
な形となった乗用車がところどころに点在し、その
一つ一つが津波被害を生々しく伝えていた。
　関係者各位に感謝し、被災地の復興を祈る。

沖縄県　第30期　次呂久　英太郎

震災、支援、自分



― 120 ―

　仙台からのバスに乗り予定通り診療所に到着、前
任医師より申し送りを受ける。1時間程自由な時間
があり、すぐに南三陸町へ向かってみた。自分は今
まで地震や津波などの自然災害を体験したことがな
く、テレビの映像を見ても非現実的な印象でしかな
かった。これから診療を行うに当たって初めに現場
を見ることは重要であると思われた。海岸が近づく
とテレビでみた光景が目の前に広がってきた。崩壊
した建物に瓦礫、流されてきた漁船、自然災害現場
の閑散とした風景に心苦しくなった。被災された方
の心境をどのように察し、診療を行えるのかという
不安がよぎった。
　初日は、上沼診療所の佐々木先生と藤沢病院の意
見交換会に伺う予定であった。佐々木先生と診療所
でお会いし、震災時の状況についてお話しを伺っ
た。診療所の被害はなかったが停電が続き大変で
あったとお話されていた。また、藤沢病院の意見交
換会にも参加させていただいた。主は研修医の先生
の発表、地域医療に対する思いなど熱く語っていた
ことが印象的であった。その後、本吉病院の管理課
長さんから被災したときの状況や、被災後の診療所
の状態を伺った。常勤医が4月で退職されたが、恨
みはなく感謝していると言う言葉が印象的であっ
た。また、椎名先生からは後方支援病院の状態や他
県医師の支援がどれほど心強いものかと話されてい
た。意見交換会に参加できて大変有意義であった。
翌日は津山診療所で外来、受診者は少なく、看護師
さん、事務の方から津山、南三陸について話を伺う
ことができた。被災後は津山周辺の空き家が埋まっ
たなど話をされていた。３日目は南三陸仮設診療所
での診療であった。3列で内科外来を行っていたが
患者数は多い印象であった。初診外来では志津川診
療所を受診されていた方が避難先から仮設住宅に
帰ってくる3名の診察を行った。以前は志津川診療
所に診療録があったが、津波で流されたため１から
作成した。既往歴を聞いたり、生活歴を聞いたりす
るのに時間がかかった。これから避難先から帰って
くる方が増えるとさらに忙しくなるのではと感じ

た。
　今回の被災地支援を振り返り、どこまで心境を踏
まえながら診療できたのかを考える。今回は特殊な
環境での診療であったが、日々の診療においてもど
こまで患者背景を考えながら診療を行っていたのか
について考えらされることとなった。今後の診療に
今回経験したことを生かして行きたい。
　高知県では震災が起こる可能性が高いと言われて
いる。震災後多くの医療関係者や一般ボランティア
の方が快く被災地に協力してくれた話しなどを聞
き、高知県で震災起きたとしても同じような支援が
受けられるのではと心強く感じた。今回は支援する
側であったが、いつでも支援される側になる可能性
がある。今後も協力できることは積極的に協力して
いきたい。

高知県　第31期　上　田　浩　平

被災地支援を終えて
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高知県　第25期　西　尾　美　紀

東日本大震災支援プロジェクト（南三陸町など）

　私は9月9日～13日の5日間、本学同窓会の東日本
大震災支援プロジェクトに参加し、宮城県の南三陸
町と登米市に第26陣として派遣された。まずは活
動内容について簡単に報告する。
＊活動内容について
　9月9日（金）：前陣から申し送り後津山診療所の
外来業務を行う。3～4人いずれも定期処方。
　その後18時から米谷病院の当直業務。救急対応
等行う。あと米谷病院の本棚を一部整理した。
　9月10日（土）：米谷病院の当直後南三陸診療所
に赴き時間外受診の対応を行う。
　9月11日（日）：業務としてはフリーだが、官舎
や津山診療所の片付けをする。
　9月12日（月）：午前午後と津山診療所の外来業
務を行う。定期処方がほとんど。
　9月13日（火）：午前中は豊里病院の内科外来を
行い計23人診察した。その後あずまーれを見学し
地元の方と懇談後、次陣に申し送りをし帰路へ着い
た。
＊支援活動について
　私が参加したのは9月で震災からちょうど半年が
経過した時期であり、震災直後と違い医療状況や住
民の方々の生活がある程度落ち着いていたため、支
援内容は災害医療ではなく日頃行っている地域医療
の延長であった。よねやま病棟へ山形大学より医師
の派遣が決まり、10月より津山診療所に常勤医が勤
務するなど体制が整いつつあったため、当直などの
支援の頻度も各病院で徐々に減っており、支援とし
ては順調にフェードアウトしている印象をうけた。
体制が整うまでの橋渡しの意味では、支援としての
プロジェクトの目的はある程度果たしたのではない
かと思われた。
　しかしながら南三陸診療所とよねやま病棟は車で
60分ほど離れており移動だけでも労力を要し、慢
性的に医師の疲弊はあるように感じた。また医師不
足や行政とのかかわりあい、救急への対応など、ど
この地域でも抱えている問題がここにもあった。各
自治体との医療連携の重要性を感じたが、その面で

は高知県の地域医療はある程度システムが充実して
いるのではないかと感じた。
＊被災地をみて
　南三陸町の被災状況は震災直後から度々メディア
で取りあげられある程度知っていると思っていた
が、実際がれきの山を目の当たりにして、テレビで
見るのとは違うあまりの惨劇に涙があふれてきた。
まだ舗装されていない凸凹の道路を走りながら、こ
の通りにも普通に家や店があって、普通に人が生活
していたのに、一瞬の間にすべてが流されたのだと
思うといたたまれない気持ちになった。
　津波で船や家を流された人には失礼な言い方かも
しれないが、あの規模の津波で生きているだけでも
奇跡だと感じた。そして命の尊さを実感し、私自身
生きているだけでもありがたいと感じた。
　住民の皆さんの支援に対する感謝の気持ち、帰り
際に見た集団でがれきの撤去をしているボランティ
アの方々、各地から支援に来ているトラック、道路
工事をしている現場の方々。支援に来る前は「宮城
の皆さんを元気にしたい」と思っていたが、復興活
動をしている姿をみているうちに、私の方が元気を
もらったというか、何か行動しないといけない気持
ちになった。
　南海大地震が今後30年以内に起きる確率は約
40％といわれており、高知県でもそう遠くない未
来に大地震が起きる。その時自分自身に何が出来る
か、危機感を持って災害対策に取り組まなくてはい
けないと感じた。
＊おわりに
　支援を受け入れて下さった住民の皆様方、プロ
ジェクトの関係者の方々に御礼申し上げます。貴重
な経験ができ、自分自身これからのあり方を考える
機会を頂けたと思います。有難うございました。
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　3月11日、テレビで津波の様子をみて、自然に対
する無力さを痛感させられた。せっかく医師免許を
持っているのにこのような事態に生かせず、はがゆ
さを感じていたが、年度末で職場の診療所も医師の
異動など慌ただしい時期であり、また身軽に勤務地
を離れる訳にもいかず、自分の仕事をしっかりと続
けることが第一と思って日々を過ごしていた。
　そのような折に、高知県の地域医療機関に勤務す
る本学卒業生を中心とする高知諸診医会で、本学同
窓会の被災地支援プロジェクトに継続的に参加して
いこう、という話が挙がり、勤務する診療所にも支
援参加で留守の間は代診医を派遣して下さるとのこ
とで、本プロジェクトに参加することができた。
　私が参加したのは9月13日（火）午後から9月16
日（金）で、一週間を西尾医師（高知25期）と折
半する形でのスケジュールとなった。
　震災から半年、プロジェクトの終了間際という時
期であり、活動拠点となった津山診療所は田舎町の
小さな診療所、という印象であり、高血圧など慢性
疾患への対応が主で、避難所への訪問診療も既に終
了しており、平時の体制になっている、という印象
を受けた。2階の住宅部分には、改訂を重ねられて
きた業務マニュアルやお勧めの飲食店の紹介などが
あり、このリレー方式の積み上げてきたものの一部
を垣間見ることができた。
　津山診療所周辺は一見すると震災の直接的な被害
はないように思われたが、南三陸町に向かっていく
と、海が近づくにつれ道端に瓦礫がみられるように
なり、中心部と思われるところは道路が使える程度
で他は電柱しか復旧されていない、という状況であ
り、津波被害の甚大さを目の当たりにした。
　13日（火）、15日（木）は南三陸仮設診療所より
訪問診療も行わせていただいた。中には仮設住宅へ
の訪問や、応急処置を施しただけの道路を通る所も
あり、震災から半年が経っても傷跡は深く、相当な
精神的・肉体的負担を強いられていると感じた。
　14日（水）の夜には米谷病院での当直も担当さ
せていただいた。小外傷やめまい発作など比較的軽

少な患者の対応を行ったが、日中受診が難しい方に
対する夜間外来を行っている日であり、遠藤院長の
診察の順番を待っている方々をみると慢性疾患への
ニーズを満たしていく時期となってきているとも感
じた。
　毎日職場が変わるので、その度に多くの方々と新
たな出会いがあったことが大きな収穫であった。台
風が過ぎた後であり、高知から来たと自己紹介する
と「台風被害は大丈夫だったのか？」と多くの方に
心配していただいた。相手を思いやるのが東北気
質？なのか、この半年大変な苦労をされていると思
うと却って申し訳ない気持ちになった。
　先陣の先生方の苦労は想像を絶するものがあった
と思われるが、その苦労もあって、私の活動した時
期は何かと活動しやすくなっており（当然ながら食
事や寝袋を持って行く必要もなし）、支援に行った
つもりが、こちらが色々と支援をいただきながら活
動させていただいた、という印象もあり、支援プロ
ジェクトを終了するのに機は熟したのではないだろ
うか、と感じながら活動を終えた。
　わずかな間であったが、同窓会や登米市・南三陸
町の方々はもちろん、職場の方々や高知諸診医会、
高知県へき地医療協議会（高知県自治医大卒業生の
派遣先町村で構成される）の支えがあってこそ活動
ができたと感じ、今回の活動を通じ、日々の生活も
多くの方々に支えられているとかみしめることがで
きた。

高知県　第29期　藤　原　　　学

登米市・南三陸町での活動
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山梨県　第31期　花　輪　宏　明

　2011年9月9日から16日まで県立釜石病院の支援
を行ったのでここに報告する。
　9月9日金曜日昼過ぎに釜石病院に到着。臨床心理
士、自治医科大からの派遣医師神田先生と合流し、
第25陣の次呂久先生方からの引き継ぎを受ける。
その後石黒先生に院内の説明を受け、諸先生方への
あいさつを行った。説明後は第26陣のメンバー4人
で釜石市内への視察を行った。沿岸部の被害は甚大
で人の往来はあるものの壊れた家屋などはそのまま
のような状態であった。
　9月10日土曜日は終日自由行動であったため南三
陸まで視察を兼ねて車で移動した。交通の不便はな
く、沿岸部から内陸側に来たところでは活気を感じ
るほどであった。しかし、沿岸部では車での交通こ
そ可能であり瓦礫も整理されていたが、被害の規模
が広範囲に渡っていることに驚かされた。
　9月11日日曜日は日直であった。小児科の医師と
の日直であったため成人の感冒や外傷を中心に診察
となった。顔面外傷、感冒、意識障害などの患者さ
んが十数名であったが重篤な症例はなく各科の先生
方と連絡を取りながら問題なく経過した。
　9月12日月曜日。午前中は消化器内科の外来の手
伝いを行った。糖尿病のコントロールや胃癌術後の
フォローアップなどであった。午後からは大槌診療
所での外科外来。大槌病院が津波により被災したた
め仮設の診療所で行っていた。しかし、採血やレン
トゲンも出来る状況で電子カルテも復旧されており
施設内も非常に綺麗に整頓されていた。犬咬傷、１
度熱傷など軽度外傷を含め数名の診察を行った。
　9月13日は一日急患当番であった。尿路結石のか
たが救急車で来たことと胸痛、指切創の処置を行っ
た。夕方の当直までのバックアップも行ったが問題
症例はなかった。
　9月14日も一日急患当番を行い、夜は当直であっ
た。ホクロからの出血や血尿など数名が受診をし
た。救急車で縊頸による心肺停止、意識障害などが
搬送され、初期対応から死亡確認まで行った。肝細
胞癌末期の入院などもあり消化器内科へ入院となっ

た。
　9月15日午前中は消化器内科外来の手伝いであっ
た。胃腸炎などの初診患者さんや被災されて病院を
変えるためにきた方もいらっしゃった。午後からは
大槌診療所での外科外来。12日に診た患者さんの
フォローと肩の痛みの患者さんで比較的落ち着いて
いた外来であった。夜は被災後初の医局会に参加さ
せていただいた。病院を取り巻く環境や実際の先生
方とお話が出来たことが何よりの経験となった。
　16日金曜日は午前中のみ急患当番を行った。吐
血症例があり、消化器内科への入院となった。午後
からは第27陣の河口先生らに申し送りを行い帰路
についた。
　一週間と短い間ではあったが多くの体験が出来、
とても有意義な時間となった。まず、被災地を直に
肌で感じられたことが大きな経験となった。力強く
復興を頑張っている姿だけではなく、患者さんから
被災したことの辛さなどを聞けることが出来たのは
貴重な体験であった。また、県立釜石病院の先生方
と一緒に診療が出来たことも嬉しいことであった。
私が医師4年目と若輩であるため医学的な知識を教
わったこともよかったが、被災した病院で同窓生が
頑張っている姿をみることが出来たのはこれからの
診療にあたり良い励みとなっている。被災地の復興
を願うとともに自分自身一つ一つしっかり医療に向
き合って行かなければならないと強く感じさせられ
た一週間であった。

第26陣東北支援報告
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　第27陣として9月16日から24日まで登米・南三陸
で活動させていただいた、というよりお手伝いさせ
ていただいたという言い方のほうがよいかもしれな
い。コーディネートは前陣の西尾先生、藤原先生が
28陣の分まで完璧にしていってくださり、この部
分での苦労がなかったことは非常に助かった。二人
にはあらためて深く感謝を申しあげたい。
　この時期の診療は通常の診療所、病院の医療に移
行してきており、私の仕事は登米・南三陸の診療
所、病院の人手が足りないところを手伝わせていた
だいたといった感じであった。診療所、病院の外
来、訪問診療、当直と短期間ではあったがいろいろ
な仕事をさせていただき自分自身にとっても貴重な
経験であった。受け入れていただき、仕事を一緒さ
せていただいた登米・南三陸の関係者の方々にも深
く感謝申し上げたい。ただ最後の2日の続けての当
直はやや後悔している。変更してはどうかといった
お話もあったが、「最後だし勢いでなんとか頑張れ
る」と思っていた。しかし2日目の当直の際は外来
に患者さんが来ると、「どうされました」と聞きな
がら「なんでこんな時間にくるの」って思ってしま
う自分がいて情けなかった。懺悔である。
　さて、今回の震災支援は臨床心理士さんのチーム
と御一緒させていただいた。南三陸の「カフェあず
まーれ」が臨床心理士さんの活動拠点となってい
た。普通の喫茶店を想像し、前半の連休にいってみ
ようと思ったのだが、あいにくの悪天候で休止との
こと。この時、台風がせまっていたので確かに悪天
候ではあった。しかし風雨はまだそう強くなく、喫
茶店の休業は理解できなかった。カフェあずまーれ
はテントで運営されていたのでちょっとした風雨で
も閉めざるを得なかったのである。喫茶店＝建物で
の運営といった既成概念からぬけだせなかった自分
が情けない。
　実際を見学できたのは27陣の仕事が終わって28
陣の中村先生、藤家先生への申し送りの際の数時間
であるが、非常によい試みであることがよくわかっ
た。どのように介入しているのか不思議に思ってい

たが、ごく自然な感じでカフェを訪れる方々と接し
ていらっしゃってある意味驚いた。医療者側の介入
は、よく言えば積極的、悪く言えば押し売り的にな
りがちである。住民の方（平成の森の仮設住宅に避
難されいる方）は普通にカフェを訪れ、臨床心理士
さんは注文を聞いて飲み物を提供する。グループで
世間話をしているひともいて、そういった場に無理
やりはいりこむことはなく、一人でおとずれたり、
注文を聞いた際に気になった方に絶妙なタイミング
で話かけたりされていた。平成の森の仮設住宅は共
有スペースがないこともあり、このカフェが住民の
方々の貴重な憩いの場となっているようであった。
ゆっくりお茶をのみながら住民同士が集い、話す場
を提供し、そのなかから介入の必要なひとをみつけ
だしていく。住民の方との絶妙な距離感が印象的で
あった。臨床心理士といった職種が一般になじみが
あまりないこともあり、「臨床心理士です、なにか
困ったことはありませんか？」と出向いていっても
逆に距離をおかれるだけであったろう。
　同窓会のプロジェクトとしての臨床心理士の派遣
は私と一緒であったチームが最後とのことであった
が、この後は臨床心理士さんが独自にカフェを運営
していくとのことであり、またほかの仮設住宅から
もカフェの運営を打診されているとのことであっ
た。仮設住宅での住民の孤立がしばしば問題になる
こともありカフェの存在はとても重要であると感じ
た。
　今回の活動では臨床心理士さんといろいろお話し
たり、食事をご一緒できたことは本当によかったと
思う。臨床心理士さんの存在は自分自身にとって
も、慣れないところで、しかも被災地で医療を行う
にあたり、心理面でのよいサポートになっていたの
ではないかと思う。

富山県　第12期　佐　藤　幸　浩

登米・南三陸第27陣報告
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　8月4日付自治医大メールマガジンで、最終第28
陣前半の募集を知り、診療所医師にも参加可能な日
程であったため応募した。少し勇気を出して一歩踏
み出し、得たものは大きかった。

●9/23（金・祝）　前日東北を縦断した台風15号の
影響で高速道路が大渋滞。1時間遅れで新たな基地
三浦屋旅館に到着。27陣佐藤医師、28陣中村医師
と3人で「カフェあづまーれ」に直行し、スタッフ
の方々と昼食。仮設住宅の方にもお話をうかがう。
　サッカー場一面に246戸の仮設住宅が並ぶ景色は
異様である。窓からは隣の住居の壁が見えるだけ、
入居者の繋がりは少なく、集会所もない。そんな中
カフェは被災者の心を軽くする空間となっていた。
本プロジェクトとしては最終日であったが、臨床心
理士会に引き継がれると聞き安堵した。
　その後、旧公立志津川病院へ。玄関のＨ綱を曲げ
た津波の力に戦慄を覚える。
　津山診療所で引継後、登米診療所、よねやま病棟
を下見。夜、宿舎で佐々木医師（宮城17期）に当
地の状況をうかがう。
●9/24（土）　南三陸診療所の日勤。東北大の当直
医から引継。中村医師とともに西澤医師（宮城20期）
から昼近くまで話をうかがう。
　市街中心が全壊し行政機関、病院、開業医5軒が
消滅し、戸籍、地図、カルテのない状態となった。
海岸から離れた内陸での人的被害が大きかった。無
駄な箱物と批判されていたベイサイドアリーナ、三
陸道が被災者支援に役立った。多くの支援が集まる
中、情報を一元化し統括する部門や地域を知る責任
者が必要。示唆に富むお話しであった。
　昼食時に看護師2名より震災体験をうかがう。
やっと被災時の話ができるようになったとのこと。
涙で中断、慰めの言葉を交えながらの時間であっ
た。
　被災直後に避難所・遺体安置所・物資倉庫の役割
を果たしたベイサイドアリーナを見学。本プロジェ
クト当初の舞台は、今は静かであった。

●9/25（日）　登米（とめ）市立登米（とよま）診
療所の日曜外来を午後から担当。9月20日に新築
移転したばかり。常勤内科医2名で普段から忙しい
上、避難所・仮設住宅への対応、さらに移転の業務
も加わり医師は疲弊状態とのこと。午前60名、午
後20名の受診があり、午前担当の中村医師が奮闘。
　17時過、よねやま病棟着。山形大学の支援医師
から引継。急変や末期がん患者のため疲れ切ってお
られた。がん末期の方は今夜にも危ないと申し送り
があり、何度か回診し家族と話をするが、深夜は安
定していた。13年ぶりの病棟、当直で緊張。
●9/26（月）　8時に山形大学の後任に引継し、津山
診療所へ移動。地元の方以外に、仮設住宅に住む
方、避難所時代からの受診者など、南三陸町の開業
医がかかりつけの方が多い。閉鎖していた診療所が
本プロジェクトを契機に再開され、地域で喜ばれて
いるようである。ゆっくり話ができるペースで、
30名を診察。17時過ぎ山中医師に申し送り後、バ
スで登米を離れる。
●9/27（火）　仙台空港へ。空港周辺も津波の爪痕
が生々しい。帰広後、三原市役所で市長へ報告。

　当初、診療所の医師に何ができるのか、被災地は
どんな様子なのか不安であったが、的確なコーディ
ネートや助言のお陰で、緊張こそしたが困ることも
なく活動できた。診療は日常診療の延長であった。
移動日を除くと実働は3日間であったが、疲弊して
いる常勤医師の休養につながったのであれば喜びで
ある。現地を知り、被災時や現況の一部を自らの痛
みとして体験できたことは人生の収穫であった。躊
躇する心を励まし背中を押してくれた方々、快く送
り出してくれた方々、そして右も左も判らぬ者を受
けいれてくださった現地の方々に深謝する。

広島県　第６期　藤　家　証　一

診療所医師の震災支援
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　平成２３年９月２２日からの８日間、自治医科大
学同窓会東日本災害支援プロジェクトと公益社団法
人地域医療振興協会を通じて被災地支援の旅に出
た。３月１１日の震災の後、支援に行きたい気持ち
はあったが、常勤医が自分一人だけのへき地診療所
に務める身としては、行くに行けず、悔しい思いを
してきた。
　８月から半年間の期限で、卒後７年目の後期研修
医が当診療所に来てくれた。彼が仕事に慣れ，夏休
みの医学生の実習や見学も終了し、遅ればせなが
ら、ようやく被災地支援が実現できた。
　登米市→南三陸町→女川町と支援の旅はつづい
た。震災後半年が経過した時点でさえ、どの地でも
悲惨な状況を目の当たりにしたが、そんな中でも必
死に復興しようとする地元の人たちの息吹を感じ
た。
　医療支援の活動の中では感情を揺さぶられるよう
な様々な経験をしたが、それ以外にも自分の中で大
きく変化したことがある。南三陸町を訪れた際、
箱物行政に批判的であっこれまで自分の考え方が
１８０度変わった。
　南三陸町は、平成１７年に志津川町と歌津町の合
併で誕生した。旧志津川町には、山を切り開いた広
大な土地に巨大な体育館ベイサイドアリーナを有す
る「スポーツ交流村」がある。一方の旧歌津町には、
これも高台に位置し、多目的運動場、野球場、宿泊
施設などを有する「平成の森」がある。これらの似
通った施設は、車で１５分の距離にあり、非常に近
い。
　合併前とはいえ、太平洋沿岸の隣接する町で、そ
の町の人口規模に不釣り合いな巨大施設を建設して
は、無駄金使いの「箱物行政」として批判の的とな
るであろう。震災前に訪れたら、私もそう思ったに
違いない。
　しかも、南三陸道は“登米―志津川”間の途中ま
で完成しているが、このラインは利用率も低く、地
元でも無駄な道路扱いされたらしい。この道路も、
道路族議員らによる「箱物行政」とみなされても仕

方がない。　
　ところがどっこい今回の震災ではこの「箱物」こ
そがおおいに役立った。両施設とも高台にあったた
め、津波の被害から逃れることができた。
　旧志津川町の巨大体育館ベイサイドアリーナは、
被災直後に多くの人が押し寄せた。数日後には支援
物資が全国からたくさん集まってきた。他の津波の
被災地よりも、早く大量に物資が届いたのは三陸道
がすぐ近くまで通っていたからである。ベイサイド
アリーナは、避難所、遺体安置所、支援物資倉庫、
医療活動拠点と、少なく見積もっても四つの重大な
役割を果たしてきた。
　旧歌津町の平成の森には、広大な多目的グランド
がある。これが仮設住宅建設にはまさにピッタリの
環境であった。四角いグランド一面に効率よくギッ
シリ建てられた仮設住宅には、多くの住民の方が入
ることができた。
　津波対策でつくったはずの防波堤や防災対策庁舎
は、今回の災害で津波に飲み込まれて全く役に立た
なかった。無駄だと思われた箱物行政の建造物や道
路がこんなに役に立つとは、震災前にはだれも想像
しなかったであろう。

福井県　第12期　中　村　伸　一

箱物行政と被災の関係
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　2011.3.11　街は様変わりしていた。
　岩手県釜石市では、防波堤が堅牢なためこの程度
の被害だった。といえ海端の商店街は、ほぼ1階が
冠水。9月末28陣の私が目にした時、瓦礫はほぼ撤
去済みだが、廃墟のような街並みが続く。被害の大
きかった鵜住居、道路脇の大型パチンコ店と場外馬
券売り場ビル跡は瓦礫、土台のみ。そして大槌地
区。ここは釜石ほどの堤防がなく、根こそぎ海にさ
らわれた上に、住宅火災と山火事で被害甚大となっ
た。さらに町長他課長級職員が大勢犠牲となり、街
再建のめどもないまま半年が過ぎた。海から見渡す
限り野原、土手の小高いJR山田線線路跡にもレー
ルはおろか鉄屑一つない。道路の両側の家の土台跡
に、赤い三角旗、“解体許可”の意思表示が立つ。
胸が詰まる思いで、3階まですすけた小学校跡を通
り過ぎる。大槌小では避難途中で津波に巻き込まれ
たり、家族を失い転校等生徒が30人減った。中学校
も遺体安置所になったあと、校舎としては使わず、
子供たちはスクールバスで別地区に通学する。
　県立大槌病院も2階まで浸水、元々120床の病院
は、現在仮設診療所としてプレハブで外来診療を
行う。医師4人のうちひとりは、大槌病院で勤務後
開業2年、軌道に乗る頃被災された。開業再開の準
備期間に手伝っており、9月27日診療支援に行った
際、“医師免許が再発行できたって”とはずむよう
に帰宅されたのが印象的だった。
　県立釜石病院では、272床の病棟機能を半分に縮
小したものの、手術などもふくめて震災前の状況に
戻りつつある。病棟建物は一部倒壊の危険あり、耐
震補強工事が順次行われ医局の洗面台やトイレは未
だ使用禁止、柱は先週直ったそうだ。新しい壁紙が
光っていた。
　私の仕事は救急外来初療と、外来の手伝いだっ
た。常勤医師は多忙で、救急外来から入院紹介する
ほかに、ゆっくり話すチャンスはなかった。
　県立釜石病院には1期生の遠藤院長はじめ、複数
の自治医大卒業生医師が勤務され、何かと気にかけ
てくださった。遠くからありがとう、疲れや寒さは

大丈夫か、等々、ねぎらいの言葉をたびたびいただ
いた。
　最終日も朝7時から8時半まで救急外来当番をし
ていると看護師さんたちが申し送り後、岩手のぶど
うを囲み、震災直後の行動について反省会をしてい
た。震災翌日釜石入りしたDMATチームの看護師
の記録を読み、あの時自分たちがどうしていたら、
もっと有意義に行動できたか、と話し合っていた。
半年たってやっと震災支援に来ることができた私と
は裏腹に、現地では復興と同時に、未来へ向けて振
り返りの時期に入っているのだと感じた。
　36時間連続で救急外来にいると、“引き継いで早
く帰って”と背中を押され送別会に行った。遠藤院
長の武勇伝など盛り上がり、翌朝には同窓会支援プ
ロジェクトに対しての感謝状もいただいた。28陣
最大のミッション、大学へ車を届ける旅は朝9時半
出発、途中福島宮城県境で石川先生、山中先生と合
流、自治医大同窓会ステッカー車を見た時には、ま
ぶたの兄弟と再会した錯覚に陥った。走り続けて18
時、無事自治医大に帰還し尾身先生はじめ大勢のか
たの歓迎を受けた。
　釜石地区では規模を縮小しながらも日常業務にも
どりつつあり、大槌ではまだ町の方針が明確でない
中、現場の人々がひたむきにがんばっている姿を目
の当たりにし、こちらがパワーをもらい島に帰りつ
いた。本土での診療は8年ぶり、アウェイで仕事を
する感覚も新鮮で自己研修になった。働き盛りの子
供を亡くした漁師さん、家を亡くした職員さん、皆
周囲への気遣いもあって多くを語らないが、自分た
ちで、立ち上がるのだという気概を感じた。悲しみ
を乗り越える東北の人々の頑張りを胸に焼き付け、
今後もこちらでできる支援・活動を続けたい。節電
ひとつでも。

島根県　第17期　白　石　裕　子

東北魂 未来へむかう強さ
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　2011年（平成23年）9月24日より同26日までの3
日間、東日本大震災によって大きな被害を受けた釜
石地区の基幹病院である岩手県立釜石病院の診療支
援に参加させていただいたので報告する。
　私の担当させていただいた第28陣は震災直後か
ら週替わりで本学同窓会から派遣されていた支援
チームの最終週に当たるが、その前半、9月23日よ
り26日までの支援医師の枠が埋まらないとの情報
を本学地域医療推進課のメーリングリストで入手
し、丁度自分の夏休みの時期と重なったこともあ
り、初日からの参加は交通手段と休みが確保できな
いため無理だが、24日からの3日間なら可能と回答
させていただいたところ、本部よりそれでもよいの
でとのご返事をいただいたので参加の運びとなっ
た。
　現地には24日の朝にJR釜石線で到着し、前任の
河口医師からの申し送りを受けた。
　既に心理チームの派遣は第27陣で終了してお
り、避難所への往診・訪問診療も本プロジェクトで
行うものとしては終了していた。
　震災後に必要性を指摘されて行っていた病棟の耐
震補強工事もほぼ終了しており、全病床が復活し
て、まさに病院が本格的に再起しようとしていると
いった状況下での派遣であった。
　初日は土曜日であり同日の当直帯までは時間が空
いたので、同窓会で借り上げた車で必要物品の買い
出しも兼ねて外出。釜石市の中心市街地へ入ってみ
ると、瓦礫はほぼ撤去されているものの商店街では
平常営業しているお店は大手コンビエンスストアく
らいしか見当たらなかった。既に震災後半年以上が
経過しているにも拘らず未だ復興どころか復旧もま
まならぬ状況に改めてこの未曽有の大震災の残した
傷跡の大きさを思い知らされた。
　今回の派遣では24日、25日の夜間当直および、
26日午前の消化器内科外来に携わった。
　夜間当直は常勤医との2人体制であり、バック
アップの常勤医師も数人程度の急患を診察されてい
た。常勤医の休息を確保するというのも派遣の目的

の一つであったことを考えると申し訳なく感じた。
　当直業務自体は来院患者数もさほど多くはなく、
重症患者も26日の早朝の来院時心肺停止患者のみ
であった（残念ながら救命できなかった）。
　26日午前は私が滞在した日程中唯一の平日であ
り、午前中の消化器内科外来を担当させていただい
た。
　今回は土曜日から月曜日までの支援であったの
で、大槌仮設診療所への支援に自分が参加すること
はなかったが、救急外来には大槌町からの患者も多
数来院されており、診察の合間に流された家のこと
や、失った家族などに対する心情を吐露されること
もあり、こちらとしてはひたすら傾聴するしかな
かった。
　その大槌へも25日の昼に行ってみたが、ちょう
ど現地の神社の例大祭の日であり、町の南端に位置
する神社に多数の人が集まり、にぎわいを見せてい
た。
　私が支援に携わった時点で、ようやく復興への体
制が徐々に整いつつあるといったところで、実際の
復興はまだまだこれからということになる。
　医療はそのための大切なインフラであり、現地ス
タッフの多大なる努力で、この震災で受けたダメー
ジからこれだけの短期間でここまでの復活を遂げた
ことは特筆に値する。
　末筆となるが、遠藤院長、吉田副院長はじめ現地
スタッフが継続してこられた努力に改めて頭が下が
る思いであると同時に、本プロジェクトの立ち上げ
から終了までの事務作業や対外交渉、調整を一手に
担ってきた本部スタッフ各位に対しても深く感謝申
し上げる次第である。
　日程の都合もあり短期間の支援であまりお役に立
てなかったとは思うが、遠い北海道の地より一日も
早い釜石の、東北の、そして日本の復興を心より祈
りつつ、稿を終えることとする。

北海道　第22期　村　松　　　司

釜石28陣に参加して
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　プロジェクトに参加させていただき、後方でさまざまな調整を試みながら、その時々の課題に対応してきた
半年間でした。甚大な災害の心理支援という未経験の取り組みに、ボランティア心理士が達成感をもてるよう
な後方支援が十分とはいかなかった経緯にはさまざまに思うところはありながら、ともあれ無事にこの期間を
終了できたことにひとまず安堵しております。このことも、一週間毎のチームで心理士が同行させていただい
た自治医科大学医学部卒業生の先生方の、暖かい物心両面のサポートの賜物であることは、心理士の感想文に
もあるとおりです。ここでは経緯についてこまごま記すよりも、プロジェクトの終了時にメーリングリストで
ご挨拶させていただいもの及びプロジェクト本部の石川鎮清先生のご返信を転載させていただきます。

･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
自治医科大学医学部同窓会チームの先生方へ

　本日をもちまして、臨床心理士の派遣参加を終了いたしました。チサンホテルでの報告会には会長村瀬も尾
身先生、石川先生、定金先生にご挨拶をさせていただき、今後へのお励ましをいただきましたことをご報告さ
せていただきます。
　これまでさまざまにご配慮、ご支援いただきました数々の先生方、本部の先生方に、心理支援センター事務
局から心よりの御礼と感謝を申し上げます。当初よりしばらくは南三陸町では難しい時期があり、勇気ある撤
退の声もいただいておりましたところですが、御自ら出向いて難しい局面を維持して下さいました先生方のお
かげをもちまして、何とか今日までこぎつけることができました。「あづまーれ」の活動は現地の評価をいただ
いたというのも、ひとえに先生方の変わらぬお励ましの賜物と存じ、また東北の皆様の暖かい配慮からのお言
葉であろうと受け止めております。
　仮設住宅の皆様の暮らしは寒さに向かいますます物心両面に厳しいものがあろうかと思われます。行方のわ
からないご家族のある方々の思いもまたいかばかりかと想像されますが、私どもとしては平成の森に住まわれ
る方々がお一人残らず、その暮らしが復活されるよう祈るばかりです。今後のあづまーれは社会福祉協議会が
現地採用した生活支援員の方々が概ね運営され、心理士は週末参加と言う形になります。既に12月までの派遣
希望者は埋まっており、クリスマスには定員オーバーの希望者もいる有様です。なお、宮城県臨床心理士会も
この活動には側面参加する手はずが進んでおります。
　釜石は、当初の滑り出しこそ順調のようでありましたが、中盤は、こうした支援に関するわれわれの経験不
足から、やはり難しい局面となりました。後半1ヶ月は、改めて活動内容を再検討する動きにもなり、遠藤院長
先生のご配慮をいただいて仮設住宅集会場での活動へと襷をつなぐ運びになっております。こちらは東京から
の距離を考えまして、むしろ岩手県臨床心理士会が人的には派遣し、活動等について、支援センターとの連携
の中で、今後もすすめて参る予定でございます。
　本日尾身先生のお話にもございましたが、医療の原点というところを大事にされる先生方に身近に接する機
会をいただきましたことは、私どもの若い多くの仲間にとりまして、生涯の宝となる経験であったかと思わ
れ、再度御礼を申し上げます。
　今後も何かとご教導をたまわる機会をいただけますとありがたく存じます。
　この半年の間、本当にお世話になりありがとうございました。	 奥村

東日本大震災心理支援センター長　村　瀬　嘉代子
事務局長　奥　村　茉莉子

自治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクトに参加させていただいて

支 援 者（臨床心理士）



― 130 ―

奥村先生

　先生にはたびたび宇都宮まで足を運んでいただきありがとうございました。臨床心理チームの支援の事務局
としてこれまで大変だったと思います。ご苦労様でした。村瀬会長には前日より現地に入ってのあいさつ回り
まで本当にご苦労様でした。村瀬会長、奥村先生、尾身対策本部長のことばで締めくくったデブリーフィング
は臨床心理士の最終陣にふさわしいものだったと思います。
　南三陸でのあづまーれの週末支援の継続については良かったと思います。昨日のデブリーフィングでも小俣
先生も指摘していたように徐々に定着し、徐々に思いが共有でき、地元の人がいい形のまま継続して、心理
チームはフェードアウトしていく、という過程としてもう少し関わることは重要と思います。また、すでに年
内いっぱい参加申し込みがあるというのは、支援の重要性を多くの臨床心理士が共有していることの表れだと
思います。
　釜石でも岩手県士会に引継ぐことになり、形にとらわれることなくできることをやってきたこととして今後
につながると信じています。
　今回、同窓会チームと臨床心理チームが合同のプロジェクトとしてやってきたことはプロジェクト自体だけ
でなく、それぞれ支援に行った方々も得るものが多かったと思います。
　同窓会医師が臨床心理士とはどんな人たちか、またその逆で臨床心理士にとって医師、なかでも自治医大卒
業生とはどんな存在かと認識できたことだけでも意義があったように思います。また、現地で一緒になるとい
うのではなく、宿泊も同じだったことなどより一体感が出たのではないかと思います。
　臨床心理士の皆様半年間ご苦労様でした。まだまだ支援が続きますががんばってください。ありがとうござ
いました。

自治医科大学同窓会	
東日本大震災支援プロジェクト対策本部

石川鎮清
･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

　この大災害は福島問題も含めて、困難な現実に私たちがどのように対処してゆけるのかが究極的に問われて
いる課題であろうと思われます。これまでは安全で安心、暮らしの基本条件は限りなく快適に、という文明の
方向性に慣れていた我々が、今回ばかりは社会の仕組みもすぐには手当てに動けず、ほころびの方が表面化す
る事態が続いています。これからの心理支援は、物理・生理的問題と心理・精神的問題は分けられない、生活
全体をどう切り開くかに向けての思考をわれわれがいかに「支援」できるか、という課題なのではないか、そ
のためには我々自身が物的及び人的現実を確かに踏まえた思考に優れることが要求されるのだと考えさせられ
ております。
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　最初に、今回の大震災により亡くなられた方々の
ご冥福をお祈りするとともに、被災された方々へ心
からお見舞いを申し上げたい。
　3月11日の震災後、報道される東北の状況に、何
か少しでも役に立てないかと強く思った。東日本大
震災心理支援センターが立ち上がると、早速ボラン
ティア登録をし、本プロジェクトに参加させて頂く
ことになった。4月20日の説明会で、震災直後から
の本プロジェクトの活動状況、自治医科大学の精神
を知り、このチームの一員として活動させて頂くこ
との心強さを感じた。と同時に、心理士として現地
で上手く機能できるだろうかという不安を感じた。
　【第8陣 5月6日~14日】東北新幹線で同陣の心理
士と合流。釜石、登米と行先は違うが、心理士初参
加の不安は4人皆同じであった。車中、活動の検討
だけでなく、抱える思いを素直に話し合えた。
　くりこま高原駅にて片山医師、松久医師と合流し
た。心理士活動へ暖かい励ましの言葉を頂き緊張が
解れた。津山診療所を経由し南三陸町へ向かう道
中、津波の被害を目の当たりにした。数メートルで
変わる光景の凄まじさに圧倒されながらも、チーム
の仲間と一緒に頑張るんだという思いに支えられ
た。
　ベイサイドアリーナ到着後、7陣の十枝医師より
引継ぎがあった。心理士の活動を心配頂き、山梨大
学の救護班に同行して地域状況の調査が出来るよう
調整して下さっていた。感謝の思いで一杯になっ
た。
　7、8日は山梨大学の救護班に同行し、歌津中学
校や平成の森避難所での医療活動を手伝いながら現
地調査を行った。仮設住宅への入居が始まったこと
で、生活の変化への不安が多く聞かれた。特にコ
ミュニティが断ち切られることや人間関係の喪失へ
の不安が高かった。ヒアリングした内容は、ベイサ
イドアリーナに「帰宅」後、同陣の医師、志津川病
院の西澤医師、渡辺医師へ報告し、検討した。ここ
ろのケアを全面に出すのではなく、「仮設住宅にお
けるコミュニティ支援」を行うことを話し合った。

9日からは南三陸町の仮設住宅状況の調査を開始
し、今後の活動の方向性を案にまとめた。方向性の
みで具体的なことまで検討できず、まだ先が見えな
い中で9陣にバトンを渡した。
　【第18陣 7月15日~23日】2か月ぶりの南三陸町は
まだ被害の爪痕凄まじいものの、以前より瓦礫が少
なくなり、復興に向けての歩みが感じられた。瓦礫
の間から延びる雑草に生命の逞しさを感じた。
　初日に17陣よりカフェあづまーれを引継いだ。
後陣心理士の苦労と努力、自治医科大学同窓会の医
師先生方、関係者皆様のご支援ご協力があり、心理
士の活動が地域にとって良い形で動き出している様
子に胸が一杯になった。
　16日からは三連休でカフェ利用客は増加。17日
は97人と大盛況であった。6月28日オープン以来、
着実に地域に根付いていた。住民からは「仮設住宅
が狭いのでカフェがあって有難い」と好評であっ
た。自然と津波の話が出て、そっと受け止めるとい
うことが日々あった。子ども達にはカフェは集いの
場となっていた。単に明るく楽しい場ということで
はなく、時にしんみりしたり、皆がいる中で一人で
ゆっくり過ごせる場、「リビング」として機能して
いた。
　連休後もＴＢＳの取材や台風接近など慌ただし
かったが、チームメンバーや社協ボランティア、関
係者皆様に助けられて日程を乗り切ることが出来
た。また、18陣では津山診療所の宿舎泊の為、一つ
屋根の下で家族のように過ごす時間が持てた。18
陣の内村先生、長澤先生には、私ども心理士の活動
についてとても親身に相談に乗って頂いた。
　２回派遣に参加させて頂いたが、毎回無我夢中
で、果たして現地にとって何か役に立てたか自信は
ない。振り返ってみれば、同陣の心理士仲間、医師
先生始め、多くの方々に支えられ導かれての活動で
あった。お世話になった皆様に心から感謝したい。

大　島　真　紀

登米・南三陸　８陣、18陣での活動を終えて
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　私は心理士の立場として５月６日から５月１４日
までの９日間、自治医科大学医学部同窓会東日本大
震災支援、南三陸・登米チームとして活動に参加し
た。
　現地の南三陸地区では、全ての医療機関が壊滅的
な被害を受けたため、町内最大の避難所であるベイ
サイドアリーナに医療対策本部が設置され、ここを
基点に各避難所への巡回診療が実施されていた。ま
た同時に、徐々に支援的な医療から地元の医療への
移行期でもあり、小・中学校などの避難所に設置さ
れた様々な医療チームによる救護所や巡回診療は終
了へ向かい、避難所に関しても仮設住宅へと移行す
る時期でもあった。生活面においては、上下水道は
復旧しておらず、地域によっては電気もまだ通って
いない状態であった。
　心理士チームとしては第１陣であるため、地域の
文化を理解し尊重しながら活動のニーズを把握する
ことから始まった。そしてメンタルケアを全面に出
すのではなく従来の地域での精神保健活動を基準に
することを念頭におき、心理士の専門的知識を活か
しながら関係機関と連携することに努めた。具体的
には車を走らせ、他の避難所の日常生活の手伝い
や、入居が始まった仮設住宅および仮設住宅建設予
定地の視察を行った。そこでは様々な喪失体験、避
難所生活者や地元支援者の疲労、心身の不活性化、
生活の見通しがつかない不安など様々な精神的な負
担が存在していることが窺え、多くの心理的な援助
が必要であることが確認された。そして本学卒業生
で南三陸町医療統括本部責任者である西澤医師とよ
り効果的な支援を検討しながら、現地で活動してい
る「こころのケアチーム」や町（地域の保健師、事
務職、住民）との協力体制、連携体制を整えるこ
と、さらに今後住民の生活の中心となる仮設住宅で
のコミュニティサポートを行う計画案を作成すると
いう方針を決め、次の心理士チームへ引き継いだ。
　現地では、実際に避難所に泊まり、住民と同じ食
事を摂り、自衛隊風呂に皆で囲んで入るといった様
に、住民の生活に近い形で滞在し、より現実的な被

災生活を経験しながら支援に向き合うことができ
た。また、避難所や仮設住宅を視察したことで同じ
地域内であっても避難所により被災状況や雰囲気が
違うこと、また同様に仮設住宅建設地により周辺環
境や家族状況に差があることを理解し、地域の保健
師などの行政職員、地域住民のキーパンソンの存在
を把握することができた。この様なことは今後の長
期的な心理支援へのロードマップを検討する上で有
効であったと考えられる。しかし、現地の状況が変
わっていく中で、一週間単位で次々に支援者が変
わっていくことは引き継ぎの面、継続性などに難し
さを有し、活動が正しく引き継がれ、安定した体制
を築き上げるには多くの課題があると思われる。
　この支援活動を通して、私自身様々なことを学ぶ
と共に自分を振り返り、「支援」の意味を見つめ直
す貴重な経験となった。ただ相手に向かって復興を
掲げたり、心理士としての知識や経験を主張したり
するのではなく、支援者自身が謙虚に支援のあり方
を見つめ直すこと、より質の高い現実的な支援につ
いて検討を重ねること、効果的な連携体制を築き維
持していくことの大切さを再認識した。
　今回実施された自治医科大学医学部同窓会東日本
大震災支援活動を通しての活動報告が、災害発生の
急性期から復興期にかけての支援対策に活きる資料
となれば幸いである。現在も災害支援対策は十分に
行われているとは言えないが、今回の活動や活動報
告が今後の支援の参考となり、より良い継続的な支
援体制が構築されることを期待し、現地の方々が一
日でも早く心の安定と生活が得られるよう心からお
祈り申し上げたい。	

幾　瀬　　　薫

災害支援活動に参加して
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　なんてこった！道が、道がない…。被災地入りし
たその日の夜のことだ。前陣の先生方を新幹線の駅
まで送り届け、ベイサイドアリーナまでの帰路車を
走らせていた私は突然目の前に広がった暗闇に言葉
を失った。被災地の夜は真っ暗で何も目印が見え
ず、ナビが示す道はことごとく冠水し、瓦礫で行き
止まっていた。また行き止まり！何度も引き返して
は別の道を試しながら、なんとか無事目的地までた
どり着いたが、被災地という世界に降り立った現実
を改めて痛感し、身を引き締めた体験だった。
　私の心理第2陣が到着した5/13という日は、奇し
くも南三陸町における災害医療体制が終わる日で、
地域が復興に向けて、自立に向けての第1歩目を歩
み始めた象徴的な日であった。また、避難所から仮
設住宅への入居も着実に進められており、避難所と
いう仮住まい環境から、地域住民がコミュニティを
再生しながら、自立した生活をまさにこれから始め
ていこうとする時期であった。
　このような状況の中で我々が先遣隊から引き継い
だ活動は、仮設住宅の住人を対象とした、コミュニ
ティサポート活動であった。仮設住宅という新たに
形成されたコミュニティの住人同士の交流や結びつ
きを強め、今後の生活ストレスを低下させ、互いに
サポートし合えるような関係性の構築を、我々が黒
子になってサポートしようというものだ。
　心理支援と一口にいっても幅広く、いかに安全
で、継続性があり、派遣される人間が入れ替わって
も支援の整合性が保てるかが課題であった。外部の
人間が週替わりでやってくるという派遣形態では、
被災者一人一人への個別的トラウマケア（例えばカ
ウンセリング）などは、むしろ避けるべきであっ
た。幸い、こういった問題意識は地元の有識者の
方々と共有されていたため、我々はメンタルヘルス
の予防的観点からコミュニティ内の関係作りを援助
する、という方向でフォーカスが定まった。
　この構想はやがてカフェあづま～れのオープン、
つまり仮設住宅の住民が憩える場所の提供という形
で実現するが、そこに至るまでの間には①ハード面

の整備（テントや食材など必要物品の調達）、②ソ
フト面の整備（運営の中心となってくれる現地ボラ
ンティアの確保）、③行政との連携、といった課題
を一つ一つ解決していく必要があった。
　それらはすべて、現地の支援者や行政スタッフと
の連携・協力関係の下にこそ成り立つのものである
が、医療支援とは異なり、心理支援はそもそも定式
化しにくい。そのはっきりと答えの定まらないもの
を、いかに現地のニーズを汲み取りながらコンセン
サスの得られる形にしていけるか。その現地での活
動のコーディネーションこそ本プロジェクトの最大
の山場であり、また醍醐味であったように感じる。
この経験によって、私は支援活動の本質を考える上
でとても大切なものを学ばせていただいたと感じて
いる。それは、“被災地の現場感情に最大限の配慮
をしながら、黒子に徹することの大切さ”と言える
かもしれない。どの被災地でも、既にその土地で精
神保健活動を担っているサービスプロバイダーがい
る。我々外からやってくる支援者は、彼らと連携を
とることが必須なわけだが、ときに彼らから怪訝な
眼差しを向けられることもある。しかしそれは彼ら
の気概であり、プライドであり、「この場所を俺た
ちが守るんだ」という熱い想いの裏返しなのだとい
うことが現地に行ってとてもよく理解できた。町役
場の職員さんなどはまさにそういった気持ちの持ち
主で、その現場感情を汲み取ってこちらが彼らのた
めにできることをお手伝いするという姿勢がとても
大切と学んだ。
　支援者側の役立ちたいという主観的な思いの投影
ではなく、あくまでも現地のニーズに沿うことが真
の支援につながるのだと、貴重な経験をさせていた
だいた。

森　光　玲　雄

支援の本質を学んだ南三陸の体験
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　心理チーム活動の中断になりかねない危機的な挫
折を経験した第2陣として、振り返りを試みたい。
　第1陣からの引き継ぎは、震災直後南三陸町に心
理を名乗る団体が入り、避難所で人々の気持ちを掘
り起こしたまま放置して帰った経緯があり、心理に
対して町全体の不信感があること。こころの分野は
震災直後から南三陸に入り、保健士と共に活動され
ている岡山こころのチームがしっかりとサポートさ
れているので、この分野には一切触らない、そのう
えで我々心理チームとしては、ニーズの高い仮設住
宅のコミュニティサポートを心理士の視点、経験を
生かして準備作業を行う事を申し送られた。
　ベイサイドアリーナが拠点となる。周囲には自衛
隊、各都道府県の応援部隊、多くのボランティアの
人達が駐屯し、アリーナの中にはまだ避難民の方も
おられ、身の引き締まる思いであった。
　翌日早速町役場に挨拶に出向く。仮設の町役場の
中はまだ緊張感と慌ただしさで混沌とした感じで
あった。迷惑は掛けられない思いが強くなった。仮
設住宅担当の建設課の方から「南三陸は湾ごとに集
落が分かれており各々文化が異なっている。仮設住
宅は集落に関係なく入居になっており、コミュニ
ケーションが課題になってくる。町役場の依頼と
言っても構わないのでお願いしたい」と心強い賛同
をいただいた。結果として我々は5か所の仮説住宅
を訪問した。折よく外にいられる方々に声をかけ、
皆さん快く話して下さり、有難かった。課題は、就
職情報の不足．住宅の使い勝手の悪さ、住民間のコ
ミユニケーション不足、周辺住民との相互理解の不
足等であった。生活環境の状況から、将来的には他
のボランティアとのコラボレーションも考慮に入
れながら、まずは活動の場作りとして簡易なテン
トの必要を感じ、我々で購入しようと発注寸前で
あった。そんな折かねてお願いしていた岡山こころ
のチームの五島医師から会合の連絡があった。5月
19日町役場にて五島医師、保健士、心理の計6人と
なった。
　五島医師は町役場の相談役的立場であること、五

島医師の考えは即町役場の意向であり町としても仮
設住宅のサポートを計画中であったにもかかわら
ず、我々心理チームが勝手に動いてしまったので困
惑している。我々心理チームが協力を申しでるので
はなく、協力を許可するか否かの問題であり、結論
はでるかどうか分からないとの厳しい内容であっ
た。
　この後自治医科大学同窓会の澤田医師の献身的な
働きによって、心理チームは登米市のボランティア
として活動の場を与えていただいた。又南三陸には
保健士のミーティングの末席に参加の許可を貰え
た。
考察
　南三陸町は町役場自体が被災し多くの職員を失
い、機能がやっと動きだした時期であった。震災直
後から町に入られた五島医師が、多くの雑多な団体
から町の住民を守ってこられた。その意味を深く理
解していたのか。臨床心理士としての覚悟と社会的
意義を自らに問い続けた1週間であった。澤田医師
の驚異的な発想と働きで次にタスキを繋ぐ事が出来
た。
　思わぬ展開に消然とし自衛隊の風呂の順番を待っ
ていた時、或る女性から「ボランティアありがとう
南三陸をよろしく」と声を掛けられた。いぶかる私
に「先ほど福祉保険課で話しをされていたので」と
のこと。見ていて下さった方がいたのだと有難くて
涙が滲んだ。勇気と希望をいただいた。結果として
心理職が社会的に認知されるか否かの瀬戸際に立っ
て退却する事で貴重な体験となったと考える。専門
職としてではなく、一個の人間として黒子に徹し、
日常の生活の手助けをする事で真の信用を獲得する
事ができたのではないか。次陣からの献身的な活動
に感謝し、今改めて挫折が成長へとつながったと実
感する。被災地の支援に熱い思いを持つ方々との多
くの出会いにも恵まれ、私自身の視界が広がり、こ
の体験を生かして今後もボランティアを続けたい。

中　村　加代子

第２陣の活動報告として
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　自分は心理士の第2陣として釜石病院へ派遣され
た。本プロジェクトの中ではまだ心理士の派遣が始
まったばかりで、活動の内容も定まっておらず、時
間をかけて信頼関係を築くことを基本にしている心
理士が、１週間の派遣の中で何ができるのか自分に
問い続けながらのスタートだった。
　我々は釜石市の職員の中でストレスが大きくリス
クが高いと予想される職員の面談を行った。職員の
方々の置かれている状況は、予想以上に過酷なもの
だった。地震と津波を目の当たりにした恐怖、遺体
捜索・搬送や安置所の管理といったストレスの大き
いトラウマティックなストレス。家族、親戚、友
人、家、故郷、趣味など様々なものを失ってしまっ
た喪失のストレス。震災後ほとんど休みがない、休
日中の仕事の呼び出し、震災対応のためひたすら山
積みになっていく通常業務、現状が改善する見込み
のなさ、避難所からの通勤、市民から寄せられる不
満、少ない休日に行わねばならない自宅の震災処理
対応など現在の生活上のストレス。それぞれ程度の
違いはあるとはいえ、震災前とは全く異なる生活環
境での業務を強いられていることに変わりはなかっ
た。そして、どの職員も「とにかくがんばるしかな
い」「もっと大変な人もいるから辛いなどと言って
いられない」と釜石の復興のために献身的だった。
　我々がお会いした職員の方はどの方も真摯な姿勢
仕事に取り組んでいて、話を聞いて感動を覚える一
方で、心理士という視点からすると、心身の疲労の
色はかなり強く、このままがんばり続けることがむ
しろ心配に感じられた。トラウマティックなストレ
スや喪失のストレスを抱えながらも、それを感じて
いる余裕がないように思われた。しかし、そういっ
た深いストレスを扱うことは今の段階では望ましく
なく、我々がこの派遣の中でできることは、生活上
のストレスをどうマネジメントするかという視点で
アドバイスすることだった。「がんばるしかない」
と弱音を吐かず、ストレスという視点で自分を振り
返る機会を持たなかった職員の方々に、自分のスト
レスに気づき、対処しようと意識していただけた

し、ハイリスク者以外の職員にも同様の機会が必要
だとの感想を多くいただけた。そういった点では役
に立てたところがあったかと思う。
　しかし、我々が扱えたストレスの内容は、話がで
きた職員の方々の抱えるストレスのほんの一部でし
かなく、ただ応急処置をしただけという印象だ。そ
の後、環境の厳しさが改善する見込みがなかった中
で、さらに心身に不調が出てくる方も多かったよう
に思うし、時間が経つことで短い期間では扱えない
先に挙げたような深いストレスが表面化してくるこ
ともあるだろう。市の職員だけではなく、釜石の市
民が抱えるストレス全体も考えれば、本当の心のケ
アはこれからだろうと思う。
　派遣後も後方支援として後陣の派遣者と関わって
きたが、心理支援のあり方としても組織的な支援の
あり方としても反省する点が多かった。今後の支援
に活かせるようにきちんと考えて生きたいと思う。
　ここに書いた活動は、釜石病院の先生方を始め、
現地の方々の多大なご配慮をいただかなくては実現
できなかった。この場を借りて感謝申し上げたい。	

山　口　剛　史

釜石市職員への心理支援を通して
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　東日本、というよりは、日本全体が危機に瀕して
いるこの状況において、「何か自分にできることを
したい」と考えたものは多くいたはずである。私は
臨床心理士という枠によって、それを果たそうと、
この自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プ
ロジェクトに手を挙げた。そして、震災から２ヶ月
を過ぎた５月下旬、本プロジェクトの一員として岩
手県釜石市に派遣となった。そこで、危機状態にあ
る幾人か、あるいはそうでない幾人かと面接を行
い、とある家の片付けの手伝いをし、へどろに浸
かった写真を乾かし、地元の方々と世間話をしたり
してその活動期間を終え、次に引き継いだ。
　それは、世間的には（おそらく）「心の専門家」
と認知されている立場、として派遣された活動で
あったと考える。しかしながらこの活動を通して終
始課題として私の頭にあったのは、専門家といわれ
る立場の、その在り方であった。
　というのも、活動の最中、いかにも心の専門家ら
しいこと、たとえば、私的空間が確保された面接室
で心理学的技術を駆使した面接をしたり、心理検査
をしたりすることの他にも、もう少し違う形の必要
な支援があると感じていたからである。
　もちろん、そうした心理面接や心理検査も大切な
役目、ニーズのひとつである。ニーズのひとつであ
るが、それは少数である。本格的な心理面接や心理
検査が必要なのかどうかをアセスメントする、自分
は今どんな状態なのか把握することを手伝う、がそ
れより少し多く、とにかく今困っていることや心配
を一つでも減らしたい、抱えている不安を少しでも
どうにかしたい、が大多数のニーズである。そし
て、不安は今後のすべてにあり、心配は将来のこと
から知人の安否、衣食住の確保まで幅広く、今困っ
ていることは、避難所から引っ越しが決まったが手
が足りないとか、風邪をひいたので薬が欲しいとか
である。そしておそらく、ここで確実に役に立つ早
道は風邪薬の処方、提供であり、引っ越しの手伝い
である。そしてそれは住居に関するひとつの安心、
健康状態の不安の軽減にも確実に貢献する（それは

困りましたねと共感することよりもきっと）。
　領域にかかわらず、専門家である価値は、それこ
そ専門性に溢れた豊富な知識と確かな技術、その分
野における経験であり、それらの提供である。そし
て、専門家や専門性とは、ひとつの枠組みとしての
ツールであると私は考える。その枠は広くも狭くも
あるが、とにかくその枠の（使わないことも含めた）
使いこなし方が実は重要であるという考え方を、私
はこの活動を通して確認した。
　医師は、それぞれの専門の科を超えて巡回診療に
あたっていた。目の前にある症状に対して判断し、
診断を下し、その後を見通し、薬を選び、言葉を選
び、伝えていた。外科の専門医が便秘の相談に乗
り、緩和ケアの専門医がインフルエンザの治療をし
ていた。もっといえば、精神科医ががれきの撤去を
し、ケアマネージャーが風呂掃除をし、事務職員が
遺体の搬送をしていた。人、時、場所、立場、現実
に対して、各々が各々の枠を使いこなし行動してい
た。そしてそれは、確かにそこに必要で、役に立つ
ものであった。
　このような考え方は、専門家としてのアイデン
ティティに関する課題となるかもしれない。しかし
専門家は、ともすればゆらぎうるアイデンティティ
を保ちながらも、そこで専門性を実益に沿う形で発
揮していくちからを鍛えねばならない。
　全くもって、専門家の言うところではない文章か
もしれないが、私はそう考えている。
　最後に、これからも、何度も、私は東北に訪れま
す。思いつきでもなく、震災があったからというわ
けでもなく、本気で。

田　山　未　和

たとえばひとつの専門家の在り方として
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　今回の大震災では自分自身も数日間であるがライ
フラインが寸断されるという体験があり、わずかな
期間だけでも大変なストレスであったのに数ヶ月に
わたり不自由な生活を余儀なくされている東北の被
災者の方々は想像もつかないほどの辛い思いをされ
ているのではないか、何か自分にできることはない
かと考えていた矢先に自治医科大同窓会の支援プロ
ジェクトを知り参加することになった。
　今回、筆者は心理支援チームの一員として５月か
ら９月までの約４カ月間で３回（心理士チーム第
３、８、１８陣）にわたり南三陸町・登米市で支援
活動に携わることになった。その活動の流れを思い
起こせば、第３陣では臨床心理士という立場を明か
さず登米市内にある避難所の一般ボランティアとし
ての活動が中心であったのだが、避難所で被災され
た方々がどのような生活をしているのかを肌で感じ
ることのできた体験であった。特に高齢者の方々が
お互いの住居スペースを行き来しながら「お茶っこ」
をしている姿をよく目にしたが、先の見えない中で
お互いに支えあいながら不安な日々を乗り越えよう
としているように感じられ、人と人との絆の深さと
力強さを見た思いであった。
　次の第８陣では、登米市内の避難所での活動を終
了して南三陸町のベイサイドアリーナにあった「カ
フェあづまーれ」の活動を国境なき医師団から引継
くこととなったため、関係者との交渉や会合が中心
の活動であった。また、仮設住宅の住民への心理的
支援という目的と今までカフェがあった場所が使え
なくなるということでベイサイドアリーナから歌
津・平成の森仮設住宅前へのカフェ移転作業も重要
な活動の一つとなった。そして南三陸町社会福祉協
議会の運営のもと、多くの方々に助けていただきな
がら自分たちの手で「カフェあづまーれ」をリニュー
アルオープンしたが、移転当初は認知度も低く利用
者がほとんどいないという状態であった。それでも
地元の方々の励ましの声を受け、少しずつ地元に根
付いていければという希望を持って次陣に引き継ぐ
こととなった。

　そして１８陣での活動の際には、台風の影響で初
日から２日間の臨時休業があったものの、カフェを
開店すると同時に多数の常連客が来店し、仮設住宅
の住民の方々の憩いの場になっているのを目の当た
りにすることとなった。利用者の方々からは「ここ
に来るのが日課になっている。」、「ゆっくり話せる
場があるのはありがたい。」などと暖かい言葉をい
ただき、今までの活動の中で種を蒔いたものが見事
に花開いたかのようで感慨深い思いであった。
　また、全体を振り返ると３回にわたる派遣の中で
出会った方々との関係性の変化を感じられることが
できたことも意味深い体験であったと思う。という
のも、第３陣では派遣撤退の声があがるような難し
い局面での活動であったために周囲からは、臨床心
理士は本当に支援活動できるのかという厳しい目で
見られていたような感覚があったが、第８陣ではそ
れが減り、逆にこちらへの期待のまなざしが生まれ
てきたことが感じられた。そして第１８陣になる
と、現地の多くの方々がこちらの活動を高く評価し
て暖かく見守ってくれているのを実感できたのであ
るが、これはチームとして支援活動の襷を一人一人
が丁寧に引き継いできたことで得られた現地の方々
からの信頼の証であると思うと支援を行っているつ
もりが逆に心理臨床に携わる者として大切なことを
学ばせていただいたように思われる。
　そして最後に、手探りの中で共に悩みながら活動
してきた心理士の仲間たちと、それぞれの陣でいつ
も丁寧にこちらの話に耳を傾けていただき的確なア
ドバイスをくださった自治医科大学同窓会の先生方
と出会えたことは自分自身の大きな財産であると強
く感じており、この場を借りて改めて感謝の意を表
したい。

法　眼　裕　子

心理支援活動に携わってみて
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【現地での活動】
　私は5月と8月の2回、被災地のお手伝いに行かせ
ていただいた。5月には避難所巡回に同行し、短時
間ではあったが、被災した方の“傍に居る”ことが
活動の一つだった。慣れない生活の中での戸惑い
や、抑えきれない気持ちが溢れ出てくるような場面
に居合わせ、何もできない申し訳なさを抱きながら
の活動だった。8月には面接を通してある方の大切
なお話を聴かせていただいた。ご自身の語りを通し
て自らの力を取り戻す、そのお手伝いができていた
ら良いのだが、と願う。また地域支援活動の準備と
して、仮設住宅に併設されたサポートセンターで、
仮設住民を対象とした第1回目のアクティビティに
参加した。そこで心理士がお手伝いできそうなこと
についてセンターに提案をし、後陣の心理士に引き
継ぎ、それぞれの陣からも提言をしていただいた。
プロジェクト終了後は地元の県士会に活動を引き継
ぐ形となったが、その後の経過が気になるところで
ある。
【後方からの支援】
　5月の活動を経験し、現地に必要な情報が伝わり
にくく、自分たちができる活動が見えづらい不安定
な状況の中で心理士派遣を継続させるためには、派
遣心理士が少しでも安心して現地で活動できる仕組
み作りが必要と感じた。途絶えることなく心理士を
派遣することが、少しでも現地のお手伝いに繋がる
ことを願っていた。そこで同じ志をもつ仲間と話し
合い“釜石派遣相談窓口”や“心理士の報告会”と
いった有機的な集まりが動かせるよう働きかけた。
相談窓口は、派遣心理士への情報提供や、個別での
連絡などを行った。また現地と情報共有しながら面
接の枠組みを話し合うこともあった。我々の任意の
活動については、心理支援センターの先生方に様々
なご配慮をいただいた。組織の中枢でなければでき
ない役割、我々のように決定権は持たないが現地で
の活動経験を持ち、具体的な方法について意見を出
す役割、それぞれにしかできない役割がある。支援
は一人ではできないものであり、互いの役割の意味

を分かり合いながらすすめていくことが必要なのだ
と思う。
【活動を通して】
　活動においては、当然のことながら目の前にいる
人や状況のニーズに応えようとすることが不可欠で
あった。釜石の心理士の活動は多岐にわたったが、
その時のニーズに応えようとした結果でもあると思
う。また現地にいる間、判断が難しい状況や、自分
自身が強い感情を抱く場面では、信頼できる仲間と
繋がっていることが何よりも安心できる材料だっ
た。普段顔を合わせられない遠方の心理士からの
メールでの後方支援も、本当に心強かった。
　今回のような大きな災害が起きた時に我々心理士
ができることの一つは、不安な状況の中で安心でき
ることを少しずつ増やし、独りよがりにならずに、
能動的に動くことではないかと思う。
【最後に】
　心理士を温かく受け入れて下さった自治医科大学
の先生方、釜石の皆様に心から感謝したい。釜石病
院の先生方、看護師、職員の皆様には、支援に行っ
たつもりの自分の方が支えていただいた。
　自治医科大学同窓会プロジェクトは終了となった
が、心理的な支援はまだこれからである。今後は心
理士の組織内の情報伝達や、ブリーフィング・デブ
リーフィングのあり方について再考する時期にある
だろう。今回のプロジェクトをきっかけにして、こ
れからも自分ができるお手伝いを続けていきたい。

小　橋　優　子

自治医科大学同窓会プロジェクトに参加して
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　3.11……まず、何かしたいという思いをこえて、
何かしなければならない、という思いに突き動かさ
れた者も多いかと思う。毎日、繰り返し報道されて
いる震災の様子をみて、言い表せないゾッとした感
情に襲われた。これが近々、自分が住んでいる場所
で自分の身にも降りかかるであろう出来事かもしれ
ない。その出来事に備えておきたいと言ったら語弊
があるが、少なくとも私にも安心がほしいと思っ
た。
　3陣が現地に入ったのは、5月20日。釜石に行く
別チームと別れ、自治医科大学の医師らと合流。車
中からみる登米市は、その時には落ち着きを取り戻
しているように見えた。田畑が広がる風景で、田舎
の祖父母の家に行くような錯覚すら覚えたものであ
る。だが南三陸町に入ると、その光景は一変した。
まるで戦場、故郷の広島がかつて被った光景が広
がっていた。今でもどう受け止めてよいのか、正直
よくわからない。
　いざ来てみたものの、実のところ我々の陣の仕事
はあまり決まったものがなかった。それどころか、
入る前から撤退の話すら出ていたのである。いわゆ
る心のケアを巡ってごたごたしていたのであるが、
我々以外にも、様々な思いをもって入ってきた人た
ちがいて、現地で生きている人たち、現地に早くか
ら入っている人たちも様々いた。我々もしっかりし
た態勢だったわけではなく、臨機応変と行き当たり
ばったりが混在して、様々に意見はあっただろうと
思う。
　南三陸町では、十分な避難所が確保できず、登米
市にも避難所が多くあった。そこで、登米市役所よ
り、避難所ボランティアの仕事を提案していただい
た。いわゆる心理士っぽい仕事ではない。でも、私
たちは臨床心理士でカウンセラーであっても、普段
やっているような相談支援が、今必要なすべてでは
ない。心理支援とは、そもそも明確な形がない。私
は自分が臨床心理士だと言いたくてきたのではな
く、何かやることがあったら手伝いたいからきたん
じゃないか。その時に、自分の中のスタンスは決

まったと思う。
　第3陣がやっていたことは、避難所で話をした
り、何かやることがあったらそれをやることであ
る。せっかくきてくれたボランティアの若者たち
に、何かやらせてあげなきゃ、と負担をかけるので
はない。我々がきたから用意しなきゃいけない仕事
が増えた、と思われたら、それこそ帰った方がい
い。まず、遠慮なく声をかけてもらえる存在に、ま
ずなろう。
　全国からの物資の整理、掃除、生活支援員の手伝
い、立ち入らず、時には待った。避難所には、香川
県からのお遍路の薪風呂があった。私はよく祖父宅
で五右衛門風呂焚きをしていて、また一つやること
が決まった。実際、昼間から3,4時間かかって風呂
焚きをするのは重労働だ。暑い。それを避難所に
残っている壮年の男性メンバーでやっていた。体力
の負担だけでなく、普通なら自分の仕事をしていた
時間のはずで、焦りがなかろうはずがない。
　薪をくべつつ、希望の仮設住宅に入れない、漁師
が海から離れた場所にはいけない、畑が海水をか
ぶって、町内の人が見つかった（!?）、行政も混乱
している、本当なら支援されていることは情けない
ことも……聞きだそうとせず。ただ聴いた。
　言葉にならないことが、今現実に起こっている。
活動を通して、自分が一人ではない、人に支えられ
ていることを、改めて実感した。例えば、その日
あったことを毎晩話し合い、耳を傾けてくれた齋
藤・廣瀬両医師やともに活動した法眼心理士の存
在。一週間も職場を空けることを快く承知してくれ
た同僚たち。現地の人たち、多くの仲間・友人……
一人でいる時も、独りではない。当たり前のこと
が、ありがたいと思う。

中　津　大　介

風呂に入ろう　話はそれからだ
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　2011年5月27日（金）7時16分東京駅発やまびこ
253号。同陣登米・南三陸派遣の熊谷さんと途中駅
で別れ、新花巻駅からは一人鈍行列車。小佐野駅に
着くと先陣の小橋さんが出迎えて下さる。釜石病院
では、吉田副院長、川上副院長にご挨拶、翌週月曜
日に遠藤院長にお会いしてご挨拶。その後、不勉強
な私に自治医科大学のことを教えてくださったの
は、１週間ご一緒させていただくことになった、自
治医科大学同窓生の榛葉医師。同窓生も多く、自治
医科大学とは密接な繋がりのある釜石病院。お世話
になる病院のことも知っていなくてはと、病院年報
をお借りし、後陣の方々が読めるよう机上に置いて
おいた。自分がどのような立ち位置をもって、今こ
の場所に立つ必要があるのか、1つ1つ把握するこ
とからの出発。
　臨床心理士派遣の第4陣として主に行うことに
なったのは、避難所巡回への同行。その他、保健活
動打ち合わせへの参加。院内で行われた勉強会や研
修会にもお誘いを受け参加させていただくことと
なった。避難所巡回への同行スタッフは、医師、看
護師、放射線技師、臨床検査技師、薬剤師、そし
て、臨床心理士の構成で、毎日5名程度。釜石病院
スタッフは日替わりの交代制。「血圧が高い」「眠れ
ない」「あの時は怖かった」様々な症状や訴えがあ
る中で、看護師は丁寧な問診を行い、血圧を測り、
医師もまたその一人一人の語りに耳を傾け、必要な
処方と励ましを行った。他コメディカルスタッフも
役割を分担しながらの動き。
　臨床心理士が避難所巡回への同行するとはいって
も、“心のケア”という言葉自体に強い抵抗感を持
たれている時期。『小さな親切、大きなお世話』に
なってはならない。聴診機も触ったことがなけれ
ば、血圧も測れない。自分にできることを探す。避
難所にいる方々、隅々まで声をかけてまわる。座っ
て話を聴く。静かに頷きながら聴く。ある場所では

「前に（先陣の）心理士さんに呼吸法を教えてもらっ
て、ずいぶん眠れるようになったの」との報告。そ
んな一言に身を救われるような思い。

　派遣も数日が過ぎると、交代制とは言え、見たこ
と話したことのあるスタッフの顔ぶれ。スタッフ
から「あの人どうですか。ちょっと見てもらえた
ら・・」「こういう反応があるのだけど、どうした
らいいでしょうか。」目の前にいる患者さんのこと、
身近な人のことや自分のことまで、次第に呟きから
相談へ。セルフケアのように具体的な提案で答えら
れるものもあれば、「うーん」と煮詰まり隣で頭を
抱えることも。一緒に考え、今すぐに解決すること
はできなくても、いつかの力に、いつかの日常に繋
がっていけるようにと願って、言葉を選びながら返
す。今でもその時のことを振り返ると、あれでよ
かったのだろうか、と反省することばかり。
　『果たして、何かのお役に立てたのだろうか』
　この問いを抱えた時、忸怩たる思いが残る。時に
は、求めない、求められない関わりもある。
　1週間の派遣を終え、釜石病院を出る間際、「忘
れものをしないようにしないと」と言ったら、傍
で「忘れもの、してもいいよ」と満面の笑みで言っ
た、ある先生。あの時に見抜かれていたのかもしれ
ない。忘れものという今後への課題を残して、今も
東北を、釜石のことを思い返している。
　臨床心理士は、人が人を必要とする時、その人の
未来を信じて、一緒に可能性を模索する仕事。日本
は今、復興の道へと向かい少しずつ歩みを進めてい
る。一人一人の未来を信じて、自分自身を謙虚に見
つめ直し、今できることから取り組んでいきたい。
　最後に、この未曾有の震災で被災された方々のご
冥福とお見舞いを申し上げるとともに、釜石病院の
皆様、自治医科大学同窓生ならびに後方支援をいた
だいた関係者の皆様、東日本震災心理支援センター
ならびに派遣者の皆様に御礼を申し上げたい。

坂　本　彩　子

－求めない、求められないということ－
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　5月27日、古川駅で自治医科大学の医師2人、臨
床心理士（以下CP）1人と合流し、タクシーで津山
診療所に向かった。地震の影響で道が所々通行止め
になっており、迷いに迷い、緊張しての到着であっ
た。引き継ぎでCPは先陣より登米市から派遣され
た一般ボランティアとして避難所に入っており、く
れぐれもCPであることを知られないようにと申し
送られた。CPであることを“隠して”という条件
を聞き、そういう形でしか支援に入れない現場の状
況に出鼻をくじかれるような思いになったのを思い
出す。またこれまでの話し合いの中で、CPが今の
ような活動をせざるを得ないのなら、本プロジェク
トからCPとの連携を一旦見直す必要性もあるので
はないかという意見も出ており、今後の活動を決め
る重大な時期にあることに緊張が増した。南三陸町
の西澤医師にご挨拶をした際には、いつまでも身分
を伏せての活動ではなく、いずれ保健師の手伝いを
する形での活動を考えて下さっていることをお聞き
した。活動に入る前支援センターから「現地のニー
ズに応じて対応、判断を」と説明を受けてはいた
が、我々がどこまで判断をして良いのか分からず、
登米市や南三陸町の役所の方たちは決定権を持つ人
と直接話をしたいと思っている様子であった。そこ
で同行医師に毎日のように相談をさせていただくこ
とになった。こういった災害支援に際し、自治医科
大学は長年に渡る活動から積み上げたノウハウを生
かし、システマティクに動いていることも知った。
　支援に入った登米公民館では毎日届く支援物資の
整理がメインの肉体労働であったが、作業中やお茶
飲みの時間に自然な形で被災体験をお聞きする機会
も多々あった。ボランティア活動も日ごとに受け入
れられていく感が増し、毎日そこに行くこと、一週
間継続することに意味があるのだと分かった。最終
日、避難所の人たちに活動終了の挨拶に回ると段
ボールで囲まれた居住部分に招き入れられ、お茶菓
子をご馳走になった。やっと人と繋がれたというと
ころで活動が終了する。その思いを引きずっていた
ので、余談になるが、7月と8月、この避難所に個

人的にボランティアに入った。回を重ねる毎に避難
所の方たちから話しかけられることが増え、継続し
て関わることの意味を実感した。
　活動の最終日、南三陸町の保健師さんから、仮設
住宅でお茶のみスペースを運営してはどうかという
提案が出た。宇都宮でのデブリーフィングでこの提
案が検討され、尾身先生の快諾があり、現在の南三
陸町でのCPの活動につながっていく。またこの場
で臨床心理士会の村瀬会長から、東日本大震災支援
プロジェクトからCPが撤退するのではなく、継続
の方向でやっていこうと思われた旨のご挨拶があ
り、今の活動につながる大きなご判断がなされた。
　現地に入る前には不安があったが、過ぎてしまう
とあっと言う間の8泊9日であった。避難所に毎日
通うことでできてきた人間関係があった。その人間
関係での普通の会話からあふれてくる言葉を拾う援
助であったように思う。また救援物資を一日中仕分
けする作業を避難所に居る人たちに見てもらうこと
で、「見放されていない」と感じてもらうことに意
味があると思っていた。同行医師からは「次の人の
ために、今後のCPの活動のために、私たちは何が
できるのかを早期に考えることが重要ではないか」
とアドバイスを受けた。今起きていることを眺め、
分析し、自分たちができることを探り、何をしたい
のかを主体的に考える習慣が身についていなかった
ことにも気づかされた。結論として我々の陣は、
CPの撤退ではなく、次に繋げることを考える活動
であったと思う。CPであることを伏せての活動で、
そのことに葛藤を抱えつつも、次の陣にバトンを渡
す役割は果たせたと思う。貴重な出会いと学びがあ
り、本プロジェクトには深く深く感謝申し上げる。

小　林　美　登

震災支援を振り返って
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　私は宮城県の登米市・南三陸と岩手県の釜石市へ
1度ずつ赴いたが、今回の寄稿にあたり、何をどう
書いてよいか困惑した。なぜなら、このプロジェク
トの派遣は終了したが、家を津波で流され、大切な
人を失った方々のおかれている状況は、未だ落ち着
いてはおらず、多くの方の活動が今も継続されてい
るからである。いつ終息するとも分からない震災の
影響、震災以降ずっと放射性物質が放出されている
現状を前にしてあらゆる言葉が無意味に感じられて
ならなかった。ただ今回「何もできないかもしれな
いが、行かざるを得ない、じっとしていられない」
との思いで参加した事ははっきりしていた。同じよ
うに思って支援活動をされている方は多いであろ
う。私が言うまでもなくそれ程強烈な出来事であっ
た。
　今回の体験を言葉にするには、感情的なものから
距離をとらねば事の大きさに飲み込まれ言葉を失う
気がして時間を要した。その結果、「冷めた」表現
になった気もするが、別の地で生活している者に
とっては日常に戻った今、ある程度「覚める」必要
もあるのだと思う。もし、再び東北へ赴けばまたそ
のちっぽけな頭と体は熱を帯び、少々夢現に現実離
れして考え動き回るのだと思う。実際、帰宅してし
ばらくは風邪をひき体調を崩した。地続きの移動で
ありながら、ただ行って帰って来たでは済まされ
ず、自分の中で色々なものがめまぐるしく蠢かざる
を得ない体験なのであろう。以下に、大中小それぞ
れの視点でおおまかに感想を述べてみたい。
　まず大きな視点に立つと、この島国は繰り返し多
くの自然災害に見舞われてきた。「仕方がない」と
いう訳ではなく、この国に住む者は覚悟せねばなら
ない様である。自然との付き合い方を昔の人の方が
知っており、七転び八起きでやってきた気がする。
原子力発電所の事故は別にして我々はPTSD等とい
う言葉を知るずっと前から自然災害に対する免疫力
を持っていたはずだと思いたいのである。私は災害
が起こる度に手塚治虫の“火の鳥・黎明編”の火山
で凹状の地に取り残された男女が何があっても命を

繋ぎ生きようとするシーンを思い出すのであった。
　次に、中規模な視点に立つと、その地域性を理解
する事の重要性に気づかされた。精神科や臨床心理
士などの活動について、その地域でどの様に認知さ
れているか、固定した地域で仕事をしてきた者に
とっては目からうろこの体験であった。そのような
事情も手伝って、行政、医療、福祉など様々な立場
との距離を考えながら動く、その様なセンスを求め
られる場なのだと痛感した。
　目線に視点を下ろすと、今回、よその人間が被災
地に入る意味を実感した。よその人間からすると、
被災者をひとくくりにして見てしまいがちだが、被
災者の状況はそれぞれに異なる。全く同じとも、ど
ちらが大変だとも簡単には言えない。被災者同士が
お互いに辛い体験をしながらも気を使い口にするこ
とが自ずと憚られる。実際そういう場面を目にし、
よその人間が適切な形で被災地に入る事は、相手が
よそ者だからこそ被災者が気持ちを言葉にし易くな
るという意味があるのであろう。
　そして仕事柄、言葉に頼っている部分が大きいの
で、やはり言葉の持つ力を信じたいのである。東北
で交わした言葉が一瞬で消えても時間とともに変形
し、いや言葉が言葉として残る必要もなく、結果と
して誰もが「生きよう」と思え、可能な者は「食物
を作り子供を産み育てよう」と思えたりするならそ
れでよいのではないかと勝手ながら思うのである。
なぜなら、命に限りある我々人間ができる事を突き
詰めると命をつなぎ続ける事が残され、しかも人間
にしかできない事のように思えるからである。
　最後に、宮城、岩手でお会いした全ての方々、自
治医科大学同窓会プロジェクトの先生方、東日本震
災心理支援センターの先生方、派遣に携わった臨床
心理士の先生方には大変お世話になりました。

熊　谷　秀　樹

道半ば振り返りそして前を見る



― 143 ―

　3月11日（金）に起きた東日本大震災直後の建物
の倒壊、津波被害、さらには原発被害、東京にいな
がらも恐ろしい映像や甚大な被災の報道を目の当た
りにし、心のケアの専門家として日ごろ行っている
臨床実践の経験を何とか生かすことはできないかと
自問自答する日々が続いていた。そんな中で本プロ
ジェクトの募集を知り、派遣活動メンバーの一員と
してかかわらせていただくこととなった。
　私は心理チーム第5陣（6/3～11）と最終の第20
陣（9/16～24）で、登米･南三陸地域に派遣される
こととなった。最初の第5陣では心理チーム一人派
遣だったため、登米市内の避難所2ヵ所にボラン
ティアとして交互に回り、支援物資の仕分けや分
配、畳運び、掃除、薪割りなど、避難生活されてい
る方々の生活の中に入り一緒に活動をさせていただ
いた。その中で相当な苦悩を抱えている被災者同士
が、いがみ合うことなく、お互いが支え合い、励ま
し合い、協力し合う姿があった。これが相互に助け
合いながら元気を取り戻す心理支援の基本姿勢では
あると感銘を受けた。避難所内では、生活する人々
が顔を合わせて交流する場を求めていることがわか
り、さらに仮設住宅に入ることへの不安の声も上
がっていた。現地で活動している最中、南三陸心理
コーディネーターを仰せつかることになり、ベイ
サイドにも複数回出向いてMSFと交渉を重ね、地
元保健師などの行政との仲介役も担った。派遣後
の6/26には現地に入り地元社協との覚書も交わし、
6/28から歌津平成の森仮設住宅横に設備を移設し、
カフェあづまーれをリニューアルオープンすること
ができた。その後、私は都内より現地に派遣してい
る心理スタッフや地元の代表者らと頻繁に連絡を取
りつつ、チームとしての統率や被災地との信頼関係
を築けるように心がけた。次第に、カフェという交
流の場が仮設住宅に住む人々だけでなく、町の職員
やボランティアに認知され、多くの人々の憩いの場
として地元の高い評判をいただけるようになった。
さらに、子どもの遊び場としての機能も果たし、コ
ミュニティを活性化する役割の一端を果たせるよう

になっていった。
　私が第20陣で現地に入った際の活動の中心は、
カフェあづまーれであったが、とても雰囲気もよ
く、多い日は高齢の方から子どもまで100名以上の
利用者が訪れていた。なかには震災当日の津波の体
験や仕事や生活への不安を語る方もおり、そっと寄
り添う形で話を聞かせていただいた。「心理士の方
は週で人が交代しても皆自然で優しい。応対を見て
いるとさすが専門家だと感心する」というとても嬉
しいお言葉もいただいた。また、心理支援センター
独自の活動としての週末延長派遣に向けて、宿所の
視察や引継資料の作成などの任務を仰せつかり、さ
らに宮城県臨床心理士会会長や心理支援センター長
も現地に来訪され、現地の代表者の方たちとの顔合
わせに立ち会った。地元の社会福祉協議会や保健セ
ンターなど、おもな関係機関に足を運んだ際には、
多くのご示唆をいただき、「意味のある心理支援」
について考える機会となった。さらに、こうした心
理支援活動を継続する際にも、登米の佐々木先生、
南三陸の西澤先生、本部の石川先生はじめ、多くの
自治医科大学同窓会の先生方よりたくさんのご助言
や励ましの言葉をいただき、感謝の念が溢れてく
る。本プロジェクトの一員として活動できたことに
改めて誇りに思うと同時に、心理チームに多くの温
かい思いを向けてくださった皆様に御礼を申し上げ
たい。
　被災地心理支援とは、一方的に援助技法を振りか
ざすのではなく、何よりもまず地元のニーズを吸い
上げ、的確に把握することである。その上で支援の
形を柔軟に変えつつ、地元の復興に向けて心の専門
家としてできることを一つずつ丁寧にこなしていく
ことであろう。被災者である地元の人々がお互い顔
を合わせながら元気になれるよう今後も関わらせて
いただく所存である。	

小　俣　和　義

登米・南三陸派遣活動に参加して
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　2011年（平成23年）、3月11日14時46分、私は大
阪の職場で相談業務にあたっていた。その揺れは随
分と長く続いたように感じた。そして随分と気持ち
悪くも感じた。「東北地方で巨大地震が発生しまし
た。」とアナウンスがあり、職場のテレビがつけら
れた。そして、私はその目で真っ黒な水の塊が、街
や田、道路や車を飲み込んでいく光景を目の当たり
にして、言葉を失った。それから縁あって、自治医
科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト
に臨床心理士として関わらせて頂けることになっ
た。派遣先は釜石に決定した。
　釜石への臨床心理士の派遣としては、5陣目とし
て私は釜石に入った。主な支援活動としては、医
師、看護師等で構成される岩手県立釜石病院の避難
所巡回チームに同行し、医師の診察の傍らで避難者
の方々のお話を聴かせて頂いたことと、被災した特
別養護老人施設職員4人の面談を行わせて頂いた。
　避難所巡回では、震災から約3か月が経過し、随
分と仮設住居建設が進み、巡回するたびに避難所に
入所されている方々の人数が減少していった。日中
の巡回時に避難所におられる方は更に少ないが、高
齢者の方を中心に避難所におられる方の診療のニー
ズは依然存在していた。いくつか聞かれた声として

「ここ最近になって津波の夢を見るようになった。」
「眠りにくくなった。」等、精神的不調を訴える人数
が増加しているような印象を受けた。このように不
調を訴える方も、まだ周囲に知り合いがいて、定期
的に巡回が来て話を聞いてくれる避難所であれば、
それほど深刻な状態に陥らなくてすむのであろう
が、知り合いもなく、誰も訪ねてこない仮設住宅に
移ることで、問題が顕在化してくる可能性もあるの
ではないか、と感じた。我々臨床心理士の活動とし
ては、一般市民の被災者への心のケアは、別途各都
道府県から派遣された心のケアチームが担当してお
り、重複することでの無用の混乱を避けるために
も、直接的に避難者に心理支援を行うことを控え、
医師や看護師の活動へのフォロー、状況の観察等を
行った。

　老人施設職員4人への面談では、4人中3人が家族
や非常に近しい人を震災で亡くしているか、行方不
明の状態であり、後の1人も過去に精神科での受診
歴があった。大切な人を亡くされた方への面談は、
実施後に喪失感を増大させるリスクがあることを常
に意識して行う必要がある。また同じ臨床心理士が
継続して面談を行うことが今回の短期間での派遣と
いう体制では非常に困難なことから、一回の面談で
終結させるように実施する必要もある。これらのこ
とから、面談中に臨床心理士がある程度相談者の話
にブレーキをかけていきながら、あまり話を広げす
ぎず、深化させないように留意しながら面談を行
い、面談の最後に相談者の気持ちを切り替え、日常
の生活に支障が出ないように、イメージを使った作
業を行ってもらった。適宜コントロールをしながら
の面談ではあったが、自らの内面に深く沈めた想い
を話すことで、面談開始前よりも相談者の表情が明
るくなり、「気持ちがちょっと軽くなりました。」と
の声も伺うことができた。
　実際に被害状況を目の当たりにすると、特に津波
の深刻な被害を受けた地区は、まるで爆撃を受けて
街そのものが破壊されてしまったような印象を受け
た。ニュースでも映像を見ていたが、現実に自分の
目で見てみると、「まさかこんなことに。」という衝
撃が自分の中に走り、言葉を失ってただただその光
景を眺めることしかできなかった。そして、自分の
住んでいた街の惨状を、胸を痛めて眺めなければい
けない方々の心痛を推察せざるを得なかった。
　支援の中で、現地の方々に本当にお世話になっ
た。苦しい状況の中で、温かく受け入れてくださっ
た方々に感謝の意を表するとともに、被害を受けた
東北地方の一日も早い復興を願うばかりである。

石　森　大　介

東北での活動を振り返って
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　本プロジェクトによる私の派遣期間は、2011年
（平成23年）6月10日～17日、場所は釜石であった。
以下その派遣期間内に私が感じた被災地で生活して
おられた方々について報告する。
　私が現地に赴いたのは、震災から3ヶ月が経過し
た時期で、仮設住宅の建設が急ピッチで進む中、避
難所で生活する人々が仮設住宅へ次々と入られると
いう、仮設住宅への移行期の中盤であった。
　だが避難所には多くの人々が避難生活を余儀なく
されている状態であり、私は岩手県立釜石病院のス
タッフの一人として各避難所（この時期は17箇所）
の巡回診療に同行させていただいた。先陣までは市
の職員や施設職員への心理面接の要望があったが、
私の時はニーズの調整や様子見の段階であった。
　実際の活動は巡回診療の際に避難者の方々を観察
することで心身状態を把握することと、同行の医師
や看護師に心理面に関するコンサルテーションを行
うことであった。巡回中感じたことは表面上高血圧
や体の痛みなどの身体的な訴えでも震災によるスト
レスの影響だと考えられる方が多かったことであ
る。身体には異常はみられないが、脇腹の痛みを訴
え、「折れているんじゃないか」と繰り返し医師に
訴える女性もおられた。またこちらから話をするこ
となく避難者から自然と地震や津波の話がでる。

「車のクラクションを聞くと津波から逃げた時のこ
とを思い出す」と語る方もおられた。震災のストレ
スに加え、慣れない避難所での生活から高血圧や不
眠といった症状を呈する方が多かった。また大きな
余震も頻繁に起こったが、津波の恐怖を思い出した
り、不安感が増大する方も多かったであろう。地震
や津波だけでなく、生活への不安や葛藤も高まって
いた。仮設住宅への移行が進む中、入居が決まらな
い方の不安や不満が多くみられ、避難者同士の緊張
感も高まると、不満が募ると怒りとなり市職員に怒
りをぶつける方もおられた。
　だがそういった状況化にあっても避難者の方々が
お互いを支えあう姿をみたり、巡回スタッフへの気
遣いや心遣いに触れるたびに、支援する立場である

私の方が励まされたり、力をいただくことが数えき
れない程あった。震災という計り知れないダメージ
があったものの、そこに何とか生きていこうとする
人間の強さを感じた。ここで感じた強さの信頼は私
の中のベースとなり生涯の生きた知恵となるであろ
う。生きる力を教えてくださった釜石の方々に深く
深く感謝を申し上げたい。
　最後にこのプロジェクトを立ちあげられた自治医
科大学医学部同窓会、並びに県立釜石病院の院長は
じめとするスタッフの皆様方に心より御礼申し上げ
たい。中でも「人のために仕事をしろ」と仕事の意
味や生きる上での在り方を教えてくださった北出先
生、熱心に人と向き合う大切さを教えてくださり、
院内での心理面接に多大な協力をしてくださった北
川先生には深く感謝を申し上げたい。そして後方よ
り支えてくださった心理支援センター並びに、先陣
と後陣の心理の先生方にも心より御礼を申し上げた
い。院内面接を立ち上げるだけで私自身行えなかっ
たことが非常に申し訳なく且つ不甲斐なく思ってい
たが、後陣の先生方のご尽力で実現につなげてくだ
さり、深く感謝の意を表する。
　稚拙な文章であることをご容赦いただきたいが以
上で報告を終わりとする。	

森　崎　　　智

「被災地で感じた人間の強さ」
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（１）参加のきっかけとなった震災経験
　3 ・11地震が起きたその瞬間、私はさいたま市に
ある職場の教育相談室にいた。一向に収まらない揺
れに、何が起きているのか理解できず、相談に来て
いる親子や適応指導教室に来ている中学生達がまず
は無事であることを確認していた。怖さよりも、子
ども達を無事に親元に返すことばかり考えていた。
表に出ると、道路は外に避難している人でごったが
えし、余震で電線がブンブンと不気味に揺れてい
て、そのたびに人々が叫んだりどよめいたりと本当
に異様な光景だった。固定電話や携帯も間もなく不
通となり、いっそう不安をあおった。
　相談室に来ていた子ども達を無事家に返すことが
できたのはよかったが、電車が止まり自分は家に帰
れない。帰宅困難者ってこういうことかと思った。
ありがたいことに職場近くに住む同僚が、私同様
帰れなくなった同僚2人と共に泊めてくれることに
なった。同僚宅への道すがら何箇所かコンビニに
寄ったがどこもすでに食べ物はほとんどなくなって
いた。家族に何度も電話をするがつながらず、電池
も切れた。そんなことの積み重ねが、さらに不安と
疲労を助長する。私たちは、幸運にも同僚の家で温
かい食べ物をもらい、何とも言えない不安な状況を

「怖かったね」「参ったね」などと少し笑い飛ばしな
がら話すことで、本当に心強い気持ちで一夜を過ご
すことができた。支えてくれる人がいること、支え
合える人がいることのありがたさを身をもって知っ
た。
　今回プロジェクトに参加しようと思った理由のひ
とつは前述どおり、自分自身の震災経験である。東
北の被害も人ごとではないと感じたからである。も
うひとつは、心理士として被災地支援や社会貢献が
何かできないかと思ったからである。このような大
災害や大事故の際、心理士のボランティアが話を聞
くことでかえって傷つけてしまう恐れもあり、必要
あるのかという厳しい意見も聞いていたので、複雑
な思いであった。でも、自分としては瓦礫の撤去で
もいいから何か手伝いたいという思いで参加した。

（２）登米・南三陸町での活動
　登米・南三陸町での心理士派遣は、これまで2人
ずつだったが、6陣は1人だったため、心理士同士で
相談できない難しさもあったが、2か所の避難所の
手伝いを経験させてもらうなどよいこともあった。
　避難所では救援物資の仕分けや受付の手伝いをさ
せていただいた。作業をしたり、お茶っ子をしなが
ら住民の方たちと雑談をするのが本当に貴重な時間
だった。決して快適ではない避難所生活でも、皆さ
ん工夫しながら耐えているのが印象的であった。
ちょうど、心理士の活動場所が避難所から「カフェ
あづま～れ」への移行を模索していた時期で、前陣
までの努力を無にしたくない思いで必死だった。
　プロジェクトの趣旨「あくまで地元が必要として
いる支援を行うことであって、こちらがしたいこと
を押しつけるのではない」、自己満足にならないよ
うにということを肝に銘じながらも、国境なき医師
団が育んできた「あづま～れ」がたくさんの町民や
役場の職員、またボランティアの人達に利用されて
いるのをみると、何とか残してこのプロジェクトが
引き継げるようにと願っていた。診療所の西澤先生
には相談にのっていただき不屈のパワーで後押しし
ていただき本当に感謝している。
　同行させていただいた柿﨑医師、青柳医師には、
あづま～れの事等いろいろと相談にのっていただ
き、夜食事をご一緒できたことも私にとっては最高
のストレス発散となった。今回の派遣では、地元の
皆さんのためにできたことよりも、学ばせていただ
いたことのほうが格段に多かった。「こころのケア
とは何ぞや」ということはこれからも考えていきた
い。同窓会の皆さま、登米・南三陸の関係者の皆さ
ま、事務局の皆さま、また快く送り出してくれた職
場の仲間に心から感謝したい。

國　分　留　志

自治医科大学医学部同窓会チームに参加して
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　第14陣（心理7陣）と第26陣（心理１９陣）の2回、
釜石に派遣していただいた。

第14陣（心理7陣）の活動報告
　同窓会の水田医師、本院派遣の目黒医師、また釜
石病院のスタッフと共に、避難所巡回を行った。震
災から3ヶ月が経った時期であり、昼間働ける人は
外出しており、避難所に残っている人々はまばら
で、高齢者が多かった。自ら身体的不調を訴えてく
る人は少なかったが、声をかけると血圧測定や処方
薬を希望される方々は少なくなかった。
　心理士は、医師、看護師の動きに合わせて避難所
内を周り、天気や日常生活のことなど、何気ない会
話を心掛けた。笑顔で巡回スタッフを労う言葉を掛
けて下さる方もいる一方で、仮設住宅が決まらない
不安や、不眠の訴え、津波から逃げる時の情景がフ
ラッシュバックすることなど、語られる方もいた。
　この時期は、避難所から仮設住宅への移行が始
まっていた時期で、希望する仮設の抽選に当たら
ず、避難所統合のための引っ越しを重ねた人々の表
情には、焦燥感と疲労が浮かぶこともあった。
　また、登校できずに昼間避難所で過ごしている子
ども達に出会い会話することもあった。
　通常のカウンセリングとは異なって、一期一会の
出会いでも行える心理的援助とは何だろうと考えさ
せられる体験だった。
　また、院内では「周産期心理士の役割」という題
で、周産期センターNICUで働く心理士の仕事につ
いて紹介させていただいた。病院のスタッフに広く
心理士という職業を知っていただく上で、有意義
だったと思う。

第26陣（心理19陣）の活動報告
　26陣では心理士2名派遣で、相談・手分けしなが
ら業務に当たることができた。また次陣での派遣終
了を見据えた活動となった。
　院内では、午前中は2名の心理士が交代で、病院
受付での患者様サポートに当たった。もと釜石病院

看護師OGのボランティア、各病棟看護師長、事務
スタッフの方も交代で、一緒にこの業務に当たって
おり、よい交流の場となった。震災後に医療費制度
が変わったことも相まって、患者様からのサポート
ニーズは意外と高かった。いわゆる心理士としての
専門業務には当たらない仕事ではあったが、被災さ
れた方々の医療ニーズや生活面の困難さを肌で感じ
ることができる、貴重な体験となった。
　午後は病棟カンファレンスに出席させていただい
た他、助産師外来及び母親学級を見学させていただ
いた。被災地での周産期医療に関心を寄せる心理士
への、看護師長の配慮で実現した。震災後に岩手県
南の妊産婦とその家族を受け入れた花巻市のNPO
の働きや、現在も仮設住宅で不自由な子育てをされ
ている方がいらっしゃること、震災翌日に十分なイ
ンフラが整わないなかで分娩を介助した助産師らの
話など、うかがうことができた。
　また、院外では、平田の仮設住宅でニチイが市か
ら委託を受けて運営している集会所での体操教室に
参加した。仮設住宅に入居している方々の孤立を防
ぎ、健康を維持するための取り組みである。
　仮設住宅へのサポートは、派遣終了後、岩手県臨
床心理士会が引き続きフォローすることになったと
聞いている。

まとめ
　今回、心理士として釜石病院のスタッフや地域の
被災された方々の役に立てたかどうかは、心許な
い。しかし、まず一人の人として、そこで起こった
こと、そこの人々が感じていることに心を向け、そ
の思いを共有することが、心理臨床の基本であるこ
とをあらためて学ぶ機会をいただいた。

稲　森　絵美子

釜石で学んだこと
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【主な活動内容】
　筆者は第14陣メンバーとして、6月中旬に宮城県
登米市・南三陸町にて活動した。14陣の臨床心理
士の活動目的は主に2つあり、ひとつは登米市内の
避難所でのボランティア活動であり、もうひとつは
国境なき医師団（MSF）が運営するカフェでの研
修を行うことであった。
①登米市内の避難所でのボランティア活動
　活動内容は主に救援物資の運搬、仕分け作業で
あった。仮設住宅建設に伴い、避難所で生活する住
民も日ごとに減っていった。活動期間中、マッサー
ジなどボランティアによるイベントが開かれていた
り、フリーマーケットや町内運動会が行われてお
り、参加者は皆笑顔で楽しんでいる様子であった。
一方で仮設住宅の抽選結果発表の際や日常会話の中
で、地震・津波被害のショック、今後の生活への不
安を口にする方も多かった。また避難所のある登米
市は内陸のため津波の被害はなかったが、住民の方
の話から、ライフラインの断絶、ガソリン不足と
いった問題が生じており、震災により津波以外にも
多くの場面で日常生活に支障が生じていたことが分
かった。
②MSFが運営するカフェ・あづまーれでの研修
　MSFは被災者・支援者の心理支援を行う目的
で、4月末から心理士が中心となって運営するカ
フェを開いていた。カフェでは写真撮影を禁止し、
守秘義務を保証するなどの環境が整えられていた。
利用者は一日約100人で、リピーターも1割程度存
在していた。また、MSFは6月末に撤退することが
決定していたが、カフェの継続が利用者や地元行政
から求められていたため、MSF撤退以降の運営母
体を決定するという大きな転機を迎えていた。
【考察】
・人々の心理状態
　震災後3ヶ月が経過していることもあり、今回接
したほとんどの方が、震災の衝撃は口にするもの
の、これからの生活をどう過ごしていくかに視点を
向けることができていた。一般的に、ストレスフル

な出来事があった際、種々のストレス反応が生じる
が、自身の力や周囲のサポートにより衝撃から立ち
直り問題に対処していくことができる。今回の震災
においても、多くの人がそのプロセスをたどること
ができていると考えられた。研修を行ったカフェで
は、心理士が相談しやすい雰囲気を作り、相手に応
じた関わりを行っていたことが、自分自身の力を取
り戻すきっかけを支える役割を担っていたと考えら
れる。更にカフェは、リラックスしてもらえる場所
を提供することを心がけていたが、その背景として
東北地方の習慣である“お茶っこ”の考えを応用し
ており、そのことが普段なじみのない心理支援を受
けやすくする環境をつくる上で有用であった。
・がん医療との共通点
　筆者は普段がん医療に携わっているが、がん医療
においても、がんの告知や治療中止といった自分の
生死に関わるような、かつ自分ではコントロールし
がたいストレスフルな出来事が生じている。刻々と
状況が変わる中で、様々な職種が連携し、問題の抽
出と共有、相手や周囲に応じた解決法の提案など柔
軟な判断力と責任が求められることもまた、がん医
療との共通点だと感じた。災害医療やがん医療の中
での心理士の役割は、まず相手の話を傾聴するこ
と、相手が抱えるつらさを共有し、“異常な事態の
中での正常な反応”であると保証すること、具体的
な解決法の提案や行動支援を行うこと、他職種と連
携を密にとること、他職種のつらさにも配慮するこ
と、と考えた。だが活動を通じ、被災者の方々の強
さに触れ、まずは一人の人間として相手に敬意を
もって接することの大切さを改めて感じることがで
きた。
　今回、このような貴重な機会をいただけたことに
この場を借りて深く感謝申し上げるとともに、一日
も早い被災地の復興を願ってやまない。

堂　谷　知香子

支援プロジェクトに参加して
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　３月１１日の大震災後、支援活動に参加したいと
いう思いはずっと抱いていましたが、自治医科大学
同窓会プロジェクトの説明会で尾身先生の熱いお言
葉に感銘を受け、応募しました。しかし、災害支援
の経験は皆無であり、「私に何ができるのだろうか」

「足手まといになるだけかも」という不安を胸に、
新幹線に乗り込みました。
　私が参加した陣（6/17~25）では、臨床心理士で
ある堂谷知香子先生と私の仕事は、前半は避難所で
の支援，後半は国境なき医師団（MSF）が運営し
ていた“カフェ・あづまーれ”での研修が主なもの
でした。避難所に入ったのは初めてで不安な上、

「特にやることはありません」という避難所リーダー
や支援員の方の言葉に途方にくれてしまいました。
食事当番の人数が足りなくて困っているということ
でしたので、食事作りのメンバーに入れていただき
ましたが、最初の頃は、薪割りをした先陣の方々の
ように、「これは心理士でなくてもいいのではない
か」「避難所に心理士が入る意味があるのだろうか」
と正直悩みました。しかし徐々に、現実に必要とさ
れていることをやるのが支援であり、また一緒に作
業をしながら自然な形で避難されている方々のお話
を伺うことができるのはかえってよかったと思うよ
うになりました。
　カフェ・あづまーれでの研修の目的は、今後カ
フェ活動を展開していくにあたって『心理社会的な
サポートを提供するカフェ』のノウハウを習得し、
後陣に伝えることでした。接客マニュアルの説明を
受けた後、「日常の臨床感覚で」と言われ、戸惑い
ながらスタートしました。MSFのスタッフがいらっ
しゃった方々にさりげなく声を掛けたり、状況や表
情に細やかに気を配りながら自然に関わっていらっ
しゃる様子を見て、見よう見まねで応対していたと
いうのが正直なところです。話をし少し楽になって
帰っていかれる方々の姿を目の当たりにして、こう
したカフェの持つ意味を実感し、今後の活動への思
いを新たにしました。
　MSFは６月末撤退に向けて引き継ぎ団体を探し

ており、当初私たちはその進展を見守るというスタ
ンスでしたが、撤退の時期が急遽早まり、しかし引
き継ぐ団体が決まらないという危機的状況に直面す
ることになりました。西澤先生からは的確かつ厳し
いご指導をいただきました。翌日からは私たちも
MSFと一緒に役場や社協をまわって運営団体探し
をし、団体と場所が決まって次陣に引き継ぐことが
できた時は本当にホッとしました。
　ところで、今回は自治医科大学卒業生の牧信行先
生，伊藤みのり先生とご一緒させていただきまし
た。自治医科大学の先生方が熱い志のもと、朝早く
から診療に出かけられる後姿を拝見し、「これが医
療の原点なのだな」と新鮮な感動を覚えました。ま
た、私たち心理士が厳しい状況にあった時にはとも
に悩み励まし、打開できた時には我が事のように喜
んでくださったことは涙が出るくらいうれしかった
です。先生方にお会いでき、ともに活動できたこと
を幸せに思っています。　
　今回の派遣では、被災者の方々への支援がどれだ
けできたかは心もとない限りですが、得がたい体験
をさせていただき、多くのことを学ばせていただき
ました。自ら動いて仕事を見つけること，状況に応
じて柔軟に行動すること，関係する方々の様々な思
いを受けとめつつ調整していくことなど、日頃の臨
床活動においても必要かつ大切なことを再認識する
ことができました。また今回の経験から、今後臨床
心理士が協力しあって様々な支援活動をしていけそ
うな可能性を感じ、うれしい思いです。今回、こう
した機会を与えてくださったことに深く感謝すると
ともに、自治医科大学同窓会プロジェクトの一員と
して、多くの先生方と協力し合いながら活動できた
ことを誇りに思っています。

赤　川　直　子

自治医科大学同窓会プロジェクトに参加して
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　釜石に行く、と言ったとき。80歳になる叔母に
「私たちにとっては戦争で見慣れた景色だけど、あ
なたたちにとっては衝撃的な光景かもしれないね」
と言われた言葉が耳に残っている。今回の震災と戦
争の爪痕について、並列して語られることは多い。
　なぜ被災地支援に行こうと思ったかを考える度に
やはり、戦争がその後の日本に与えた影響と同様
に、今後の日本にとって今回の震災は明らかにター
ニングポイントとなるであろうことを想い、臨床家
として、そして何よりいち日本人として、この震災
にどう関わるのか、何を見て何を感じるのかを確か
めなければ、という思いに駆られたからだった気が
する。
　“実際に被災地で活動する”ということは、想像
した以上に過酷だった気がする。それは、考えてい
た過酷さとは全く異なり、“不全感”によるもので
あった。私が派遣された当時、釜石は瓦礫撤去が進
んでおらず街並みが残された状態であった。休日に
陸前高田まで足を延ばしたが、ビルより高く積まれ
た瓦礫の山と一面に広がる更地も衝撃的ではある
が、元の街並みを知らない人間にとっては、釜石の
方が圧倒された。脇に転がる信号機も、元の形のま
ま横倒しになった家も、全てこれまでの物理的概念
が覆される思いであった。
　津波が来なかった地区にある釜石病院から車で行
くと、橋の手前は元通り普通の田舎町。橋を越える
と一変地獄、といった印象で、橋の手前の人たちは
一見、元の生活を取り戻しつつあるように見えた。
津波はall	or	nothing。波が来たところは地獄で、来
なかったところは日常、と聞いたが、まさにその通
りであった。それを目にして不謹慎だが、以前友人
から聞いた話が思い浮かんでいた。「新宿駅の雑踏
で階段の最上段から転がり落ちたんだけど、転がっ
てるうちになぜか最終的に階下で立ち上がっちゃっ
てたんだよね。そしたらもう歩くしかない。体中
すごい痛かったけど、立っちゃってたんだもん」。
釜石の地獄の手前、“一見天国”は、私には“立っ
ちゃったから歩いている”ように見えたのである。

　実際避難所で話をした方々も、私の陣から始まっ
た院内面接でお会いした患者さんも、そして何よ
り、そうした被災者を現地で支える支援者もまだ、

“ご自分にとっての震災”を整理できずにいらした。
私が行った保健師の面接では、今回の震災のご自分
にとっての意味を整理しきれずに苦悩し、業務にも
支障を感じている様子が窺われたが、まさに悲痛な
叫びであった。遠くから短期間しか行かない者はや
はり、現地でずっと市民をケアする立場にある現地
の支援者を支えるべき、と考えるが、そうした、被
災者でもある支援者たちを目前にしながら、充分に
手を差し伸べることができなかった、という不全感
を今なお感じている。切実な状態を目にし、実際に
ヘルプを出されていながら、それでも継続的な支援
へとつなげられなかったことが何より悔やまれてい
る。
　正直私自身、この活動を含めた震災そのものをま
だ言葉にしきれずにいる。自分は何ができたのか、
被災地に釜石に何かできたのか。この震災の支援を
した人からは本当によく聞く言葉を、私もまた、自
分に問うている。そして、被災地の人々が自然から
受けた圧倒的な脅威に対する無力感を、支援に行っ
たはずの私たちも一緒に感じ取ってきたことそのも
のが今回の大きな意義のひとつであったのかもしれ
ない、と考え始めている。
　末筆ながら、支援に行ったのに逆に私たちに細か
く心を配ってくださった釜石病院の皆様に感謝する
とともに、高邁なお人柄と情熱を持った自治医科大
学卒業生の先生方と活動させて頂くことができて、
何より光栄で貴重な体験となったことを、心より感
謝申し上げる。そして、後の世から今回の震災につ
いて想う時、“大変なことだったけれど、これだけ
の変化のためには必要なことだった”と思われるよ
うな復興が進むことを、心より祈っている。	

森　　　あずさ

プロジェクトに参加して感じたこと
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　6月24日からおよび8月26日から、自治医科大学
医学部同窓会の本プロジェクトに参加させていただ
いた。3月11日の震災当日、慌てて付けた職場のラ
ジオで津波が東北地方を襲ったことを知った。メ
ディアを通じて刻一刻と東北地方の被害の様子が判
明し、非常に大規模な災害であることをひしひしと
感じながら震災後数日を送っていた事が思い出され
る。直接の被災地ではない地域でも、震災による電
力・流通・放射能の問題等、日本全体が混乱の3月
だったように記憶している。その3月を過ごしなが
ら、多くの人がこの震災に対し出来る事は無いか
と思い、私もその思いを3か月抱き、南三陸町に向
かった。東京から新幹線に乗り、仙台から高速バス
で柳津に向かい、そして志津川に向かった。高速バ
スでは緑も多く見え田舎ののどかな光景であった
が、志津川に入るとそれは一転した。川の周りに散
らばる瓦礫、空が見渡せてしまう瓦礫の広場。その
中に、鉄筋コンクリートの建物が震災前の名残を表
している。生活空間がすべてなくなってしまったと
いう印象だった。生活・日常が一瞬のうちに流さ
れ、津波が引いたら廃墟だった。そのような喪失体
験をして、さらにそれが現在の日常であるという現
状を目のあたりにして、私は唖然としその状況にい
る方々にどのような心理支援が出来るのだろうかと
の思いも抱いた。
　実際の活動としては1回目の派遣は、国境なき医
師団の心理チームが活動するカフェあづま～れを南
三陸町社会福祉協議会が引き継ぎ、移転する時期に
あたっていた。そして、本プロジェクトの心理チー
ムが移転したカフェで活動することになっていた。
そのため以前の陣と同様、国境なき医師団のカフェ
で研修をすることに加えてカフェの引き継ぎ業務、
設営・開設業務を行った。国境なき医師団のカフェ
はスポーツ交流村内にあり、その場所は志津川に
あった志津川病院の診療所や町役場、社会福祉協議
会の仮設、自衛隊の駐屯地が設置されている場所で
あった。まさに震災後の南三陸町の町機能が一か所
に集まった緊急対応の場所である。その場所の一角

にカフェは存在し、白くこぎれいなテントでオープ
ンカフェもあり、落ち着く空間の中で思い思いに時
間を過ごせる場所だった。カフェは自衛隊風呂で入
浴する地元の方・ボランティアの方・町関係の方の
利用が多かったが、私は研修としてカフェで常連の
利用者さんの話を伺う中で、安心して過ごせる場所
があることの大切さ・心理士に語っていく事で自分
の中で形作られるものがあったなどの感想を伺い、
被災地での心理支援の一端を感じることが出来た。
場がある・安全に語るという事の大切さを再確認し
た気持ちだった。一方、移転したカフェは歌津の
仮設住宅前に作られた。8陣では利用者はまだ少な
かったが、「震災後初めてこういうところ来る」「話
してすっきりした」と笑顔も見られ、カフェが地元
の方の生活再建の中、少しでも心理支援に繋がれば
と願いつつ後ろ髪をひかれながら、南三陸町を後に
した。8月の派遣では毎日100人前後の方がカフェ
にいらっしゃる状況だった。震災後5か月、地元の
方が心理士に体験や思い、決意を語り、語ることで
ご自身の中にその事を意味づけている過程を感じ
た。また、利用者の方々が様々な利用の方法をご自
身で工夫されている様子もあり、開設から2か月、
カフェが地元に根付いてきた様子をとても感慨深
く、地元の方のパワーも感じた。
　最後に、このように心理支援が出来るようになっ
た背景として、前陣までの積み重ね、力添えいただ
いた自治医大卒業生の方々、様々な方のご協力をい
ただき、深く感謝また、同陣の医師の方々にもとて
も力強い応援をいただいた。そして、国内外のボラ
ンティアとの関わりは、それぞれが持ち味を活かし
て協力しあう支援の在り方を垣間見た。人同士の繫
がりの中、今後も復興を祈りつつ進んでいきたい。

飯　尾　友紀子

震災から３か月後・５か月後の南三陸に行って
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　登米・南三陸チーム第16陣、心理第9陣からは、
支援内容が、「カフェ・あづま～れ」の運営を通し
た心理的サポート活動に一本化された。｢カフェ・
あづま～れ｣ は、心理第8陣で、ベイサイドアリー
ナから平成の森仮設住宅横のテントに引っ越し、運
営母体も南三陸町の社会福祉協議会となったばかり
であった。このため、まず、チラシ配布やポスター
掲示などを通して、カフェの宣伝を行い、集客に努
めた。また、カフェの名前を新たに決定する必要が
あったため利用者の方たちに投票を行った。この結
果、「カフェ・あづま～れ」のままがよい、という
意見が多く、平成の森でも、同じ名前で行うことが
決定した。
　来客された方たちは、7月に入って、仮設住宅内
の気温が上がって非常に暑いということもあり、最
初は涼んでいかれる目的で、いらしてくださった。
そのうちに、カフェの雰囲気がよい、仮設内では話
をする場所もない等、おっしゃっていただき、口コ
ミでも徐々に広まって、女性はグループで、男性は
お一人で、お茶を飲みに立ち寄って行かれる方が増
えてきた。また、土日は、親子連れや、小学生の子
ども達も遊びに来てくれて、テント内は活気ある雰
囲気になった。
　その中で、いらしてくださった方たちは、椅子に
座ると、ごく自然に、震災や津波の話を語り始めて
いた。多くの方が、避難所から仮設住宅へ移ってい
た時期であったため、仮設住宅の抽選の話や、仮設
住宅で生活が始まって、新たに出てきた生活しにく
さの話や、仕事がないなどの話、身内を亡くされた
悲しみに涙を流される方もいらっしゃれば、政府や
町への怒りを表す方もいらっしゃり、内容は多岐に
わたった。我々はそれにじっと耳を傾け、聴いて、
その場にいるということを大切にした。私は最初、
1週間しかいない第三者に、何か語ろうとする人が
いるのであろうか、と思っていた。しかし、今回、
いらしてくださった方のお話を聴いているうちに、
第三者だからこそ、話を聴いてもらいたいと感じて
いるのではないかという印象を受けた。そして、カ

フェのような自然な場であることが大切なのだと感
じた。南三陸町の社会福祉協議会からは、「カフェ
を、ふわっとした場にして欲しい」と、伝えられた
のであるが、まさにその通りで、ふわっとした場で
あるからこそ、様々な話を自然と出しやすい場とも
なったのであろう。また、地元の要望に沿う形で運
営していくことが、このような支援のときには何よ
りも重要なのだということも、改めて感じた。
　もうひとつ、我々が意識して行ったことは、地域
の支援者の方たちに、信頼してもらうという活動で
ある。南三陸町が臨床心理士という職種に馴染みの
ない地域の中、先陣の心理士たちがつなげてきたも
のを、ここでまた少しでも信頼してもらい、次の陣
につなげなければ、今回の支援活動は続いていかな
いであろう、と強く感じた。実際、顔を合わせて話
をすることで、理解していただき、信頼してもらう
ことが出来たのではないかと思いたい。支援者の方
たちも被災者であり、非日常的な生活をされている
中、信頼していただくには、やはり顔を合わせて話
をすること以外にはないのであろうということも強
く感じた。
　また、普段行っている心理の仕事では、個々で動
くことが多いため、あまり意識したことがなかった
のだが、今回ほど、チームとして動くことの重要性
を感じたことはなかった。顔を合わせたことはない
心理士同士でも、同じチームの活動を行うものとし
て、お互いを信頼し、尊重していくことの大切さ、
それが支えとなっていることを感じることができ
た。また、同じ陣となった心理の溝口氏、同行した
自治医科大学同窓会医師から、多大なる支えをいた
だいた。このような機会を与えていただいたこと
を、本当に感謝したい。最後になりましたが、被災
された地域の復興を、心よりお祈り申し上げます。

黒　田　　　舞

「カフェ・あづま～れ」の活動を通して
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　心理支援とは誰のために何のためにあるのか｡
　今回の活動に携わったことで、一番このことを深
く考えさせられたように感じる｡
　16年前の阪神大震災の体験から、何かに突き動
かされるようにこの活動に手をあげた｡ 心理支援や
心のケアは昔よりもよく耳にするようになったし研
究もすすんでいる｡ 実際自分も活動をして仲間もい
たので、期待も大きかったのかもしれない｡ しかし
同じ心理支援を目的にして現地に入る団体でもその
方向性の違いや温度差に愕然とし、理解しあえず隔
たりを感じさせられたことにはじめは怒りもあっ
た｡
　組織や制度が以前より少しはあるが、それ故の閉
塞感や遠慮なども感じさせられ、なぜもっと柔軟
に、支援ができないのだろうかともがいた｡
　でも結局は自分自身が、支援に向かうべき方向性
を見失いかけていたことに気づかされる｡ 災害とい
う突然の出来事がおこったとき、その当事者は一番
何を求めているのか｡ 形ややり方は特に関係はな
く、ちゃんと向き合って関わり感じてくれる存在が
何より大切だということである｡ 心理支援活動の
16年前の原点がよみがえってきた｡
　登米･南三陸におりたったときの驚きと衝撃は忘
れられない｡ 自分の中で過去に閉じ込めていた体験
記憶もゆさぶられた｡ 一体何ができるのか、何かし
たいという高揚感と同時に、何もできないという無
力感や何もしたくないというこわさが同居している
ような不思議な感覚であったように思う｡ ここにい
る人たちはみんなこのようなことを繰り返し感じな
がらも生活している｡ その凄さもひしひしと感じ圧
倒させられた｡ そんな中で活動できた大きな要因
は、自治医科大学プロジェクトに関わるメンバーの
パワーと温かさとつながりであり、自分でも驚くほ
どの力と発見をいただいた思いがしている｡ まさに
現地でフル活動している医師の人間性の深さ、私に
とっては初めての出会いとなった自治医科大学同窓
生医師たちの懐の大きさと温もり、同じ心理士との
初対面とは思えないほどの共感性と安心感で、たっ

た9日間の活動が非常に実りの多い、あっという間
の日々となったのである｡ 南三陸町のカフェあづ
まーれは、オープンして2週目であったが、今まで
のプロジェクトチームからのつながりを感じそれを
どう先につなげていくかに気持ちをおきながら、避
難所から仮設に移りつつある人々に、出会いを大事
に関わらせていただいた｡ チームメンバーも皆同じ
思いであることが感じられたことも、とても支えに
なった｡
　トラウマケアに対する様々な対応は知識として頭
にあっても、何より目の前の人間にいかに真摯に向
き合うかという姿勢が大事であるし、また向き合う
自分自身の中の葛藤さえもよく吟味し、まわりに助
けてもらい支えてもらって、やっと心理支援という
ものは成り立つのだということを、今回ほどひしひ
しと感じたことはなかったように思う｡
　その場所に居つづける、それが無理でも同じ視点
をもったものがずっとつないで支えていくというこ
とは、我々が日々の仕事の中でも生活の中でも、本
来は当たり前のように大事にしていることだと気づ
かされた｡ カフェという固定した居場所の提供は、
今後の災害支援の中でコミュニティを大事にする観
点からは重要になっていくと思う｡ でも今回のこの
モデルのよさは、決して場所だけではなく、同じ共
感性をもった仲間が、被災した人らに同じ気持ちで
向き合い続けることができたからこそのものである
と確信している｡
　支援という言葉にはじめは自分自身も翻弄されて
いた気がする｡ ただ傍にいる、気持ちを向ける、思
いをつなぐ、仲間がいる、支えあう･・｡ この活動
を通して、心理士として最も大事な視点を、原点
を、もう一度見つめなおせた機会であり、すべての
関わった方々に感謝したい｡ そして、この思いを、
ずっと発信し未来につなげていきたいと思ってい
る｡

溝　口　由里子

心理支援　再考
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【はじめに】
　今回のような未曾有の大災害が起きた場合、命の
危機を脱して日常生活に戻るにあたり、「こころの
ケア」が注目されるようになった。しかしながら、
ごく一部の研究者たちを除いては、一般の臨床心理
士（以下、心理士）はこのような災害時における特
別なトレーニングを受けていないのが多くの現状で
ある。そのような力不足を認識しながらも、これま
での心理士の経験を活かしてなにか現地で役立てる
ことは出来ないだろうか、と試行錯誤した経過をこ
こに報告する。

【避難所巡回】
　第16陣での避難所巡回は午前のみであった。こ
の期間中にも、仮設住宅への入居が決定したため登
録者がいなくなり閉鎖される避難所があった。今後
も、避難所の登録者は減少傾向にあると推察され、
それは喜ばしい現象ではあるが、仮設住宅入居後の
フォローアップを誰が担当するのかを考えると楽観
はできない。また、現在も避難所にいる方々にとっ
ては微力ではあるが「巡回している」ことが安心感
につながっていると思われた。

【心理士による院内レクチャー】
　第14陣から県立釜石病院内にて心理士による院
内レクチャーが開始された。これに伴い第16陣で
は「臨床心理士の業務紹介」について発表を行っ
た。心理士の業務と職場紹介をした上で、心理士自
身もセルフケアが必要であり、それは支援者である
病院スタッフも同様であることを説明し、簡単なセ
ルフケア例として、緊張と弛緩の方法や呼吸法を実
際にその場で体験してもらった。講習だけでなく、
患者にも活用できる例としてスタッフに簡単なリラ
クセーションワークを導入したことは、スタッフ自
身の緊張緩和とセルフケアの重要性の啓蒙活動とし
て効果があったと推察される。

【院内面接（外来患者および職員）】
　院内レクチャーを週初めの月曜日に行ったことを
受けて、心理士の存在が病院職員に周知され職員と
のラポールが生まれたように思われた。また、看護
師長ミーティングに参加する機会を得られた。看護
師長に心理士への信頼を得られたことは院内レク
チャーの大きな成果と思われる。
　これらの経緯を踏まえ、外来患者の面接依頼と、
レクチャーに関心を持った病院職員からの面接希望
があり、面接を行った。派遣心理士の面接が原則1
回限りである状況は、いわゆる通常の心理カウンセ
リングとは異なる方法である。しかしながら、現場
で行える限界をよくアセスメントした上でのカウン
セリングは、問題整理、心理教育、リラクセーショ
ン指導などのサポートが可能であると実感できた。

【今後の課題と展望】
　2011年（平成23年）7月15日で避難所巡回が終了
することを受けて、心理士の活動スケジュールの変
更が想定される。外来患者との面接など院内での活
動を拠点にするのか、地域により密接した支援を行
うべきであるのかについて、第16陣の報告会にお
いて心理士の釜石派遣が今後の方向性を模索する岐
路であることを取り上げた。これを機にその後、大
きく活動が展開することとなった。常にその場で出
来るよりよい対応を判断しつつ、継続性のある支援
を考える大きなきっかけになったと思われる。著者
も派遣地での実務はもちろんのこと、心理士として
限定された状況で何が出来るのか、自己をみつめ直
す貴重な体験となった。
　最後にこの貴重な機会を提供してくださった自治
医科大学関係各位に感謝の意を申し上げたい。

殿　村　由　希

東日本大震災支援プロジェクト　臨床心理士報告



― 155 ―

　2011年（平成23年）6月28日に「カフェあづま～れ」
が南三陸町歌津地区にある平成の森にリニューアル
オープンし、第10陣派遣臨床心理士として平成23
年7月8日から7月15日にかけて支援活動に参加させ
ていただいた。当時、平成の森には200戸以上の仮
設住宅が建設され、多くの被災者が入居・生活をス
タートしていたが、未だ避難所での生活を余儀なく
されている被災者もいた。
　第9陣までの先生方の精力的な活動のお陰で、

「カフェあづま～れ」は現地に根付き始め、来客者
数も一日平均60人となり、多い時では70人という
こともあった。少しでも多くの方々に利用していた
だけるようチラシを配布することもあったが、既存
利用者（常連さん）が、「カフェあづま～れ」の未
利用者を連れてきてくださったり、紹介・口コミに
よって初めて来てくださったりしたことが大きく影
響していたと思う。平日は主に高齢者の方が中心で
あり、女性は2～5人ほどのグループでの利用が多
かった。休日は、就学児やその親、家族での利用が
あった。
　晴れ渡り、暑い日が続く中、10時の開店前には数
名の利用者が来てくださっていた。「カフェあづま
～れ」は平成の森の中でも小高い丘の上にあり、気
持ちよい風が吹き抜けるため、「ここが一番涼しく
て過ごしやすい」との声がよく聞かれていた。15時
の閉店を迎えるまで、常連さんの憩いの場として、
歌津仮設住宅に越してきた人たちの交流の場とし
て、お一人暮らしをされている方の気分転換の場と
して、全国各地からのボランティアさんたちが一休
みする場として、南三陸町の職員の方々が昼食をと
る場として、「カフェあづま～れ」の存在意義はど
んどん大きくなっているように感じられた。また、
当カフェ活動がメディアで紹介されたり、口コミで
広がる中、多くのマスコミや支援団体が「カフェあ
づま～れ」を訪れるようになったことは、我々の活
動が着実に実を結んでいることに他ならないと思わ
れた。
　また、こちらからのアプローチがなくとも、震災

時から現在に至るまでの体験や仮設住宅もしくは避
難所生活の大変さ、辛さ、不安等を吐露すること
で、感情のガス抜きをされている様子であった。さ
らに、歌津地区以外からの仮設住宅入居者も少なか
らずおり、新たなコミュニティ形成のためのきっか
けの場所となっている様子もみられた。
　あっという間に次の陣へ引き継ぐ日を迎え、利用
者の笑顔に見送られながら平成の森をあとにした。
我々の活動は、南三陸町診療所の西澤医師、同行さ
せていただいた尾崎医師、中村医師、山崎臨床心理
士、現地で活動されている医師の方々、社会福祉協
議会の職員の方々、ボランティアセンターのスタッ
フの皆さん、南三陸町保健師の皆さん、自治医科大
学の先生方、東日本大震災心理支援センターのス
タッフの皆さん、そしてカフェの実務を担ってくだ
さったボランティアスタッフの存在をなくしては、
ここまで前へと進むことはできなかったと強く感じ
る。学ばせていただいたことは非常に多く、この活
動に参加できたことを心から感謝している。南三陸
町の復興と現地の方々の笑顔を絶やさないために
も、これからも出来る限りの支援を続けていきた
い。

利用者が摘んでくださった「ネジリバナ」

浦　上　涼　子

Don’t  forget  2011.3.11
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　第10陣（2011年7月8日～7月16日）で南三陸に派
遣され、ご提供いただいた宿舎（登米市の津山診療
所）を拠点に医師2人、心理士2人の計4人で9日間
を共にした。派遣された時は、2週間前に国境なき
医師団より社会福祉協議会が母体となりカフェあづ
ま～れを引き継いだところ。場所を南三陸ベイサイ
ドアリーナから歌津の平成の森に移動し、開設した
カフェを定着させるよう伝達され現地に入った。
　カフェの利用者は主に目前の仮設住宅及び避難所
そして近隣の住民	、また現地と全国からの支援者。
1日の利用者は60人前後と、順調にカフェの存在は
平成の森に根付いて行った。これも前陣の先生方
や、各方面の関係者方の試行錯誤と苦労が実になっ
た流れの一つ。敷かれたレールを走らせてもらえる
ような派遣時期のお陰で、第10陣では大きな苦労
もなく過ごした。ここまで読むと至って気楽な毎日
であったような印象である。確かにそのような側面
は否めず、よって尚更、前陣までの活動に感謝し、
皆の熱い思いを感じながら送る毎日であった。
　震災から4ヶ月が経過した現地は、多くの被災者
の方が避難所から仮設住宅に移った時期。以前と違
い近所に面識のない方もおり、集う場が少なく新た
なコミュニティ形成が課題。相談に出向く風土があ
まりない中での心理支援の必要性。ニーズ分析の結
果、仮設住宅前に開設されたカフェは、実にうまく
現地に溶け込んでいた。カフェに来るお客さん同士
で「どこの部落から？」との会話からは、少しずつ
人々がつながって行く様子を見た。「今日は新しい
人を連れて来たよ」と輪が広がり、皆が集う日常の
場となっていた。
　カフェでは様々な話をした。お葬式をあげること
ができることになった話を、神妙な面持ちで語る
人。兄弟が津波で亡くなったことをどのように知っ
たか説明する人。やることがなくお酒の量が増えて
ね、と打ち明けてくる人。避難所から抽選に当たら
ないため仮設に入れないと苛立ちを表す人。このよ
うな話は、人によっては知っている方が来ると話す
のをやめる様子から、第三者だから話せる面がある

ようだった。また、誰かに話したいと思える時期に
入っていたとも言える。
　アウトリーチを意識し、カフェの中から出て、保
冷袋に飲み物を詰め込み、近隣を歩くこともあっ
た。家にひきこもっている方々とも接触ができた
り、立ち話もした。中には、震災前の自分の職業が
思い出せない等、あらゆる症状や苦悩を訴える方も
いた。
　心理職としては、カフェの目的とは離れるが、カ
フェ内外で更なる専門機関につなげたい方達と出
会った。助産師さんがカフェに立寄り、心配な母親
がいるがカフェで心のケアをしてもらえるかと聞か
れることもあった。もどかしさが募ったが、カフェ
では後陣にフォローして欲しい方達の存在を引継ぐ
に留まった。今あの方達はどうなったであろう、
と顔が浮かび気掛かりである。また引きこもりや
PTSD、アルコールの問題を抱えた方などへの対応
は、南三陸町が被災者を訪問相談員として雇用し、
精神科医につなげる対策が取られるため心配ないと
のことであったが、今はどのような状況なのだろ
う。
　被害の大きさと、なかなか追いつけない対応を痛
感し、常駐する心理職の必要性も感じた。派遣時に
10月以降も支援を続ける案を私達も出したが、4日
間の派遣という形で支援が継続することを嬉しく
思っている。これからも変わって行く現場のニーズ
に耳を傾けながら、コミュニティに働きかけて行け
ればと。そして、それぞれが自分のできる形で引続
き支援にかかわって行ければと思う。
　最後に、大人数を継続的に派遣する調整をしてく
ださった要である後方支援者の皆様、そして複数の
支援団体を現地で取り纏め、今も被災者でありなが
ら支援者である皆様に、多大な感謝と現地へエール
を送りたい。	

山　崎　綾　乃

第10陣報告書：カフェあづま～れ３週間目
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　私は、千葉県浦安市というところに住んでいる。
皆様もご承知のように、この東日本大震災で、浦安
市は液状化により多くの被害を受けました。私自身
も初めて「被災者」となる経験をいたしました。自
宅の水道が一週間後に出るようになってからは、浦
安市ボランティアセンターにいき、一般ボランティ
アに参加いたしました。体力的に「泥かき」は難し
いので、トイレが使えないお宅に配る「トイレグッ
ズ」の詰め合わせなどをしていました。
　このボランティアに参加して驚いたのは、若い人
達がたくさん来ているということでした。一緒の
チームになった人達は、ディズニーランドで働いて
いる若い人たちでした。ディズニーが閉鎖になって
いたので、何かできることはないかとボランティア
に参加していたのです。
　自分の地域がひとまず落ち着くと、東北の人たち
のことを考えるようになりました。
　これらの若い人たちが一生懸命やっている、自分
にも何かできることはないかと思いました。そのこ
ろ、この自治医科大学のプロジェクトがあることを
知り、すぐに参加の手続きをいたしました。
　宮城県南三陸の地での「かふぇあづま～れ」にお
いて、９日間のボランティア活動に参加することが
できたことは、多くの得がたい経験でした。
　広い一軒家に住んでいた人たちが、４畳半二間の
仮設住宅に住む気持ちを想像します。人を招くこと
もできないけど、「ここ（あづま～れ）でしゃべれ
るから助かるよ。」と、お年寄りたちが集まってき
ます。「どこからきたの？」ときかれ、「千葉県から」
と答えると、「遠いのにね、ボランティアでありが
とうね」と、自分たちのことでいっぱいでもおかし
くないのに、こちらのことをねぎらってくれます。
　離れたところから手をふってくれる７０代のＡさ
ん。こちらも合図をかえすと、「あづま～れ」まで
きて、「今日も小林さんがいるからきたよ」とうれ
しいせりふ。「あづまーれ」までの坂を、手押し車
をおしながら上ってきてくれるおばあちゃんたち。
ほんのちょっとした会話から、今まで生きてこられ

た人生が垣間見られます。
　４世代（曾祖母から曾孫まで）が集まったことも
ありました。曾孫は、震災の次の日に生まれたそう
です。人々のたくましさ、生きる力をひしひしと感
じました。
　帰り支度をしていると、遠くから手をふってあい
さつしてくれるお年寄りたち。ボランティアにいっ
たのですが、たくさんのものをもらったのは、私の
ほうでした。
　今でも後陣の方達の記録を読むときには、心は今
いる場所から離れ、しばし「あづま～れ」に飛んで
いく。あたかも自分がそこにいて、お年寄りの人た
ちとしゃべっているような感覚におそわれる。思い
がけず幸せなひとときになる。
　今はどのように過ごしているのでしょうか。「あ
づまーれ」でお話しした人たちの顔が浮かぶ。季節
も移り変わり、これから寒さがきびしくなるでしょ
う。でも今までもたくましく生きてきた東北の方た
ちが、これらの困難を乗り越えて命をつないでいく
ことを確信している。
　このような貴重な体験は、自分の今までの人生の
中でも大きなインパクトをともなって残っている。
　自治医科大学のみなさま、臨床心理士会のみなさ
ま、関係者のみなさま、ありがとうございました。

小　林　満里子

南三陸の「かふぇあづま～れ」
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　自治医科大学東日本大震災支援プロジェクト１８
陣は、避難所への巡回診察が終了し、臨床心理士と
してどのような支援が行えるかを模索することにな
りました。吉田副院長、上野看護師長を釜石病院の
方、先陣のプロジェクトの方々の活動の成果があ
り、次のような活動を行うことができました。

院内レクチャー

　火曜日の夕方、淺谷先生が「臨床心理と教育」と
いうテーマで臨床心理士資格を持つ高校の教員とし
ての経験を、私が「ある総合病院で臨床心理士とし
て働くまで」というテーマで、初めて臨床心理士を
採用した病院での経験をそれぞれ１５分ずつ、自己
紹介を兼ねてお話しました。

院内職員面接

　コーディネート役の上野副総看護師長から職員2
名ご希望のご連絡を頂き、木村心理士と面接してい
ない方であることを確認してお引き受けし、21日

（木）午前にお一人の方と面接しました。22日（金）
午後1時からもう一人面接を実施しました。

院内外来面接

　外来面接は1ケースありました。内科からのご紹
介で、検査では身体的な異常が認められない、急激
な体重減少と動悸、息切れを主訴とされる方です。

保健師面接

　洞口保健師にコーディネーター役を務めていただ
きました。我々の陣で、計5人の保健師の方の面接
を精神保健センターで２日間に分けて実施しまし
た。洞口保健師からは、今後の臨床心理士の活動の
ニーズをお聞きし文書にまとめ、吉田副院長に提出
しました。

まとめ

　釜石病院での活動で、多くの方々との出会いがあ
りました。震災後すぐに病院で支援活動をされた院

長先生や医師の先生方、看護師のみなさん、病院ス
タッフの方々、地域の避難所で支援活動をされた保
健師のみなさんに出会い、お話を伺えたことは私の
心の宝物になりました。食事会で地域医療について
熱く語られた先生方の言葉も忘れられません。釜石
病院での経験を今後の臨床心理士としての仕事に役
立ていきたいと思います。	

和　田　朋　子

第18陣活動報告書（釜石）
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　７月２２日から７月３０日まで第１２陣として釜
石の県立釜石病院を拠点に活動した。私は、主に教
育関係で働くことが多く、医療機関での活動は今回
が初めてだった。
　最初に釜石の町を見た時、「なぜ、こんなにきれ
いでのんびりした所に、こんな大変なことが起きて
しまったのだろう」という疑問とやるせなさがいっ
ぱいだった。
　遠藤院長はじめ吉田副院長、その他の医師、病院
スタッフの方々には大変お世話になった。緊急の事
態の中、私たちへの対応でさらにご負担をかけてし
まったのではないか、と思っている。それを私が言
葉に出した時、若い医師の方が、「来てくれるだけ
でうれしい。東京で何かあったら今度は僕たちが支
援に行きますから。」と言ってくださったのには、
ホッとしたと同時にとてもうれしかった。
　第１２陣は活動内容が移行する時期でもあり、病
院内では面接を２件担当しただけだった。が、自分
にとっては大変意味深い面接となった。相談者から
は、困難な状況の中でも、立ち向かっていこうとす
る人間のエネルギーのようなものを感じた。
　今でも、梅雨と暑さの中間のようなあいまいな天
気の中、海と山に囲まれた釜石の町やスタッフの
方々を時々思い出す。今回の活動は、自分にとって
は忘れられない貴重な経験だった。
　また、同行の女性医師や医局の医師が素敵な方ば
かりで、私は一度で自治医科大学のファンになっ
た。またいつかどこかで皆様とお会いできることを
願っている。

佐　藤　ゆ　り

同窓会チームに参加して
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　自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロ
ジェクト（以下、本プロジェクト）に参加したこと
を中心に、臨床心理士会による被災地へのスクール
カウンセラー派遣事業に参加したことや、その後の
勉強会や学会等を経て、筆者なりに考えたことを記
載していこうと思う。
　本プロジェクトでは、第19陣の心理士として、
釜石病院に派遣された。前々陣までは避難所巡回等
に同行していたが、前陣からは避難所巡回が無くな
り、釜石においては過渡期にあったように思われ
る。主な業務内容としては、震災による影響で心身
に影響が生じていると思われる患者さん、スタッフ
達の心理面接や、院内レクチャー、地区の保健師の
保健活動打ち合わせにオブザーバーとして参加する
といった活動をしてきた。派遣期間中は釜石病院の
スタッフには大変お世話になり、また、病院全体
での3月11日の振り返りに同席する機会をいただい
た。病院の復興への意気込みが感じられ、逆にこち
らがとても良い体験をさせていただいた。患者さん
を第一に考え、笑顔で接しているスタッフからは教
えられることも多かった。この人たちがいれば大丈
夫と勝手に安心していた面もあった。また、個人的
には懐かしい出会いもあり、充実して過ごすことが
出来た。一方で、心理職の災害後支援については
色々と考えさせられることが多かった。臨床心理士
という職種の特殊性や、職業としての成熟度もある
のかもしれないが、今回の経験をしっかりと省みる
ことによって、まだまだ続いていく支援へとつなげ
ていくことが重要となってくる。また、今後起こり
える災害への準備にもつなげていくことで、成熟度
も上がっていくのではないだろうか。
　臨床心理士の職域は、医療、福祉、教育、産業と
様々な領域に渡っている。スクールカウンセラーの
派遣においては、教育領域の臨床心理士と前提条件
があり、業務内容も児童・生徒の行動観察や教職員
へのコンサルテーション、心の授業への支援といっ
たある程度の枠組みを共通に認識することが出来て
いた。しかし、本プロジェクトでは臨床心理士とい

う広い括りで集まったため、各自の出来ることがバ
ラバラであった面は否めない。緊急支援が初めての
臨床心理士も多数いたことから、何をやるべきかと
いった共通認識も十分に無かった面があったと思わ
れる。それぞれが現地で考えながら、次陣につなげ
ることが出来るようにといったことを頭に試行錯誤
していたように思われる。こういった状況の中で、
他機関との協働が上手くいかなかった面も多々あっ
たが、それは、震災支援に関して、日本の心のケア
がまだこれからであるという面もあるだろう。実
際、日本トラウマケア学会でもそれぞれに試行錯誤
しながらの活動が報告されていた。
　今回の経過から考えると、結果としてPTSD対策
のためのスクリーニングやPTSDの発症予防のため
の心理教育・リラクゼーションが中心の面接、地域
コミュニティ再生の支援といったことが業務の中心
となっていったように思われる。前記のものはこれ
からも大きな課題となってくる。特に被害の大き
かった沿岸部は精神科医療機関が少ないとのことな
ので、今後、PTSDを発症する被災者が増えていく
とすれば、そこにどういった支援がなされていくか
は国家レベルで対応を考えていかなければならない
だろう。一方で後記のものに関しても、今後も注目
されるべきものである。地域コミュニティが震災と
いうものによって分断され、再生していく過程で、
より良い地域コミュニティを形成していくことは人
為を超えている面もあるだろう。しかし、そこに立
ち会うことによって得られる知見は、今後も起こり
える災害後の援助に欠かせないものになってくる。
　最後に、本プロジェクト関係の皆様、現地で出
会った皆様に貴重な経験を与えていただき、感謝を
申し上げます。

田　村　一　平

東日本大震災支援プロジェクトの経験から
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　私たちが南三陸に派遣された第12陣は、平成の
森「カフェあづま～れ」がオープンして一月を迎え
る頃であった。先陣からの数々の困難の末にカフェ
活動の基礎が構築され、利用者は少しずつ増える傾
向にあった。地元マスコミによる広報も重なり、滞
在中の7月23日には一日の利用者が100人を超えた。
　カフェに訪れる人は、仲間や家族と連れだって来
る常連が多い。開店の午前10時を待っていたかの
ように、あちらこちらから東北の方言が聞こえてく
る。半農半漁の暮らしが多い南三陸では、お年寄り
にも大家族の中での役割があった。そんな話に耳を
傾けながら、深入りせず寄りそうことを心がけた。
夏休み前で児童の利用はまだ少なく、一人しんみり
訪れる漁師さんの姿が印象に残った。待ち合わせ場
所として利用されたり、他県から派遣の行政職員、
工事関係者の休憩として使われることもあった。
　カフェが交流の場となって人々をつなぐ一方、依
然として仮設住宅に引きこもっている住民が懸念さ
れていた。そうした住民についても、お茶を飲みな
がらのお喋りで話題となり支援につながる可能性が
ある。7月末には、カフェに大きなホワイトボード
が設置され、イベント情報やお知らせが貼られるよ
うになった。このようにカフェは、憩いの場として
の機能だけでなく、情報基地という役割も果たしつ
つあった。
　自然に囲まれ、高台の木陰に立地するカフェは、
風通しがよく涼しい。オープンテントのために開放
感があり、森林浴をしているかのような心地よさに
つつまれている。反面で、標高が高いために天候が
変わりやすく、寒さも感じやすい。7月下旬とは思
えない肌寒い日には、早くも寒さ対策の必要性を感
じた。また、カフェの活動が軌道に乗るとともに、
視察その他の目的でカフェに訪れる人も見られた。
活動内容のわかりにくい団体もあり、彼らから被災
者を守ることなど新しい課題も見え始めた。
　一週ごとに心理士チームが交替するなか、地元か
らの信頼を保つためにはチームとして連続性を持っ
ていなければならない。しかし、前陣の成果や課題

を引き継ぎながら、その場の状況に応じて対処する
ことは難しかった。カフェのノウハウを他の地域に
拡げていく等、プロジェクトとしてさまざまな構想
も検討されていたものの、地元関係者との調整は、
さまざまな配慮が必要となる。第12陣では、構想
は視野に入れつつも、地元のペースを第一に考え、
安定感ある活動の継続に努めた。
　今振り返ると、私の8日間の滞在はあっという間
に過ぎ、貢献できたことはごく僅かであった。逆
に、被災地から沢山のパワーをもらい、活動から多
くのことを学ばせてもらった。曖昧さや不安を抱え
ねばならない時もあったが、その時の自分に出来る
こと、立ち位置を考えることは、あらためて心理士
の基本に立ち返るきっかけとなった。
　また、自分の目で見、感じたことが何よりも貴重
な経験であった。志津川から眺めた海は津波と言う
猛威にさらされながら、尚とても美しかった。その
被害と被災者の苦しみには触れないが、漁師町の人
の温かさは時間を経るにつれ思い出される。全国か
ら志を持って集まるボランティアとの出会いからも
刺激をもらった。共にいてくださった現地の先生、
寝食を共にした同行の先生、さらに、後方支援の先
生をはじめ、襷をつなげてくださった全ての方々に
感謝を表したい。
　今回の東日本大震災では、地震，津波，原発、風
評被害の四重苦に加え、「風化」という五番目の苦
しみが言われている。自治医科大学のプロジェクト
に携わった者として、今後も自分にできるかたちで
支援にかかわり、被災地の一日も早い復興を心から
祈りたい。地元に引き継がれた「カフェあづま～れ」
が、被災地のエネルギーの一助になり、末永く愛さ
れることを願っている。

浅　見　順　代

平成の森「カフェあづま～れ」
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　はじめに、このたびの東日本大震災に被災された
すべての皆様、ご遺族の皆様に心よりお見舞い申し
上げるとともに、被災地の復興をお祈り申し上げま
す。
　私は、2011年（平成23年）7月22日～30日及び9
月16日～24日に南三陸町の仮設住宅の心理支援ボ
ランティアに参加させていただいた。2005年（平
成17年）10月に志津川町と歌津町が合併し、南三
陸町が誕生した。私が心理支援に入った平成の森は
246戸の仮設住宅があり、町内最大規模である。仮
設住宅は集落ごとに小規模で移る場合もあるが、こ
の平成の森の場合は、志津川、歌津、気仙沼など広
範囲から人が移り住み自治会もまだできていない。
　登米市から南三陸町に車で入り、その道中も想像
を絶する風景に言葉を失った。瓦礫の山、今にも崩
れそうな鉄骨ビルの屋上に乗ってしまった車、陸に
乗り上げられた壊れた船の数々など震災から4か月
過ぎているにもかかわらず・・・。その一方で、さ
んさんと降り注ぐ太陽と緑が眩しく、爽やかな風が
ふいており、私には「希望」という言葉が浮かんで
きた。人々に生きる勇気と希望を与えてくれる自然
という贈り物である。
　このボランティアを通じて、「心理支援とは何
か？」と改めて考えさせられた。ボランティアに行
く前はサイコロジカル・ファーストエイドなどマ
ニュアル類に目を通した。しかし、9日間の衣類や
パソコンなど荷物が多いことや先陣からの情報も得
て、マニュアル類を持参することはしなかった。そ
れは「普通でいい」と思えたからである。
　平成の森の仮設住宅での心理支援は生活に根ざし
た支援である。特別なことはせず、普通の人として
の関わりをする。「カフェ・あづまーれ」は仮設住
宅やその周りに住んでいる方、そして行政やボラン
ティアなどが集い顔を合わせて話をしていくこと
で、自然と人を知り、人と人を繋げていく機能を
持っている。ここでの会話に黙って耳を傾けている
と、穏やかな気持ちになり、こんな言い方は失礼か
もしれないが、私にとって楽しい場であった。私が

楽しいということは多分お客様も楽しいのではない
か。そっと寄り添う、黒子のように。ゆったりした
時間の流れ、お客様の会話や笑い。津波の話も多く
聞かれるが、お互い話すこと、普通の会話が被災者
同士の共同を支え、自然とPTSDを防いでいるよう
に思える。人は見通しなど語れないと不安になる。
しかし、ここに集まることで少しずつではあるが、
将来、希望が語れるようになってきている。
　一般的に「子どもへの支援は沢山あるが、高齢者
への支援は少ない」という言葉もよく聞かれる。し
かし、「カフェ・あづまーれ」には世代を超えた様々
な方々（乳幼児から高齢者まで）が来られており、
安心・安全な場であり、見守り機能もある。高齢者
が孤独にならないよう、人と人が顔を合わせること
で共同体意識を高める。
　ここでの心理支援は社協、行政、医療など多くの
関係機関、関係者の連携の下に行われており、情報
交換を密に行っている。自治医科大学プロジェクト
は9月末で終了するが、今後も何らかの形で継続し
ていくことで、震災復興の長期総合支援計画の１つ
のモデルとなると良い。私の周りには「特別な知識
や経験がないので」とボランティアを躊躇された臨
床心理士の方も沢山いた。私よりも経験豊富だと思
われる方である。その方にこのボランティアの話を
すると「普通でいいのですね」とか「それなら私に
もできそう」という言葉が聞かれた。「現地の人は
特別なことは望んでいない。普通の生活がしたいの
だ」ということを私達がもっと広めていく必要性が
あると感じている。「普通であり続けること」は臨
床心理学視点からもとても重要であると思う。そし
て、「普通であり続けることは、実はとても難しい」
ということも私達に教えてくれたように思う。

平　野　聖　枝

ボランティアに参加して～普通であり続けること～
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　3月11日の東日本大震災、次々と明らかになる被
害に、私は呆然としていた。来る日も来る日も震災
の報道に触れながら、被災された方たちを思っては
胸が苦しくなり、「私も何か力になれることはない
だろうか」と自分自身を見つめながら考えていた。
そんな中で、東日本大震災心理支援研修会に参加
し、このプロジェクトを知った。これが私の参加の
きっかけである。
　派遣にあたって、プロジェクトの趣旨や流れを知
る必要があったため、心理士派遣経験者の報告会に
参加した。これまでの経緯については、派遣スター
ト当初からは支援内容が変わってきていることを確
認した。未曾有の大震災で、どのような支援が必要
になるのか見通しを立てていくことが難しい中で、

「今、ここで」必要なことに対応を行っている、と
いう印象であった。当然のことながら、現地では、
時間の経過と共に必要なことが変化している。私の
派遣される目的も、現地でのニーズを把握すること
が大きな柱となった。同時に、このプロジェクトの
折り返し時期でもあったため、残りの時期との兼ね
合いを考えながら、派遣心理士ができる支援の可能
性を探っていくことが求められた。
　7月29日（金）～8月6日（土）の心理13陣として、
私ともう1名の心理士が岩手県立釜石病院に派遣さ
れた。道中、私達は今回の目的や心構えなど互いの
認識をすり合わせ、共通認識を持って臨むこととし
た。
　病院到着後、先陣の心理士より、今までの経緯と
現状についての引き継ぎがあった。その後、すぐに
釜石市街地を車で案内していただいた。4ヶ月経っ
た当時でさえ、見るものすべてから津波の威力の激
しさを感じ、実際に体験された方のお気持ちを考え
ると身震いがした。同時に、釜石の方たちが、ここ
から立ち上がろうとしていることを肝に銘じ、私自
身力が入った。釜石における共通認識、それはこの
震災を目の当たりにすることなのだと感じた。
　目的としていた、現地でのニーズ把握は、院長・
副院長より、ある仮設住宅でのコミュニティ活動を

示唆され、建設中のコミュニティの視察を行った。
コミュニティでの心理士の活動が、震災後のメンタ
ルヘルスの維持や啓蒙および予防的活動に繋がるこ
とを期待する。
　他に、まだ一般的に知られていない心理職を幅広
く認識してもらうため、院内レクチャーを行った。
私は「スクールカウンセラーの仕事」というテーマ
で、学校組織で働く常勤カウンセラーの仕事を解説
した。レクチャー後、どんな人か分かって安心して
もらったためか、釜石病院の方たちとの会話が増え
た。関係性を築く際に、まず自分が何者であるのか
を伝えることの重要性を認識した。
　それから、院内面接の機会を与えられ、1回限り
という制限を念頭に置きながら、お気持ちに傾聴し
た。トラウマ体験をされた方や二次受傷を受けた方
も、共感・安心を感じることがサポートに繋がると
考える。
　このプロジェクトに参加して、改めて震災の影響
の大きさを思い知った。現地の方たちが、心が折れ
そうになりながら、何とか力を振り絞って頑張って
いる、皆が自分よりも周囲を思いやりながら頑張っ
ている姿に、ひたすら胸を打たれた。その貴重な話
を聞かせていただいたことに感謝している。自治医
科大学の先生方のつながりや岩手県立釜石病院で働
く方たちのお互いを尊重しあう姿にも感銘を受け、
私は微力ではあったが共にその場に身を置けたこと
を光栄に思っている。
　最後に、機会を与えてくださった岩手県立釜石病
院の皆様、自治医科大学の皆様、心理支援センター
の皆様をはじめとするすべての皆様に深謝する。そ
して、皆様の復興を心より願いつつ、そのために私
にできることを探し続けていこうと思う。

倉　橋　朋　子

東日本震災支援プロジェクトに参加して
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　自治医科大学医学部同窓会　東日本大震災プロ
ジェクトに申し込んだのは、4月の終わりであった
と思う。自分の住んでいる神奈川県でも、自分は生
まれて初めて体験した大きな地震であった。その後
も、今まで経験したことのないことの連続で、TV
では、毎日、津波の映像が流れ、コンビニやスー
パーからパンや納豆がなくなった。電車は止まり、
道路は大渋滞でガソリンを入れるのに何時間も並ば
なければならない状態であった。自分も含め、周り
の仕事仲間は皆、「何もやる気にならない。」と言っ
て、知らず知らずのうちに、東北以外の地域に住ん
でいる私たちにも、大変なストレスがかかってい
た。私の勤める児童養護施設の子ども達は、しばら
く眠れない毎日であった。
　私が釜石に行った13陣は、7月29日～8月6日の期
間である。私たちの生活は、ほぼ日常に戻り、やや
もすれば、あんなに大きな地震があったことを忘れ
てしまうような毎日を送っていた。私はその前にも
6月に宮古市の学校支援に行っていた。私の派遣さ
れた学校の児童や生徒たちは、皆、家族を失い、家
を流された中でも、日常の中で健気にも笑顔を失わ
ないでいた。その姿に、支援に来たつもりが逆に励
まされて帰ってきた。
　釜石に行く前には、心理支援センターの方で前の
陣からの報告会に参加した。釜石では支援者支援を
中心に、登米の方で軌道に乗っていたカフェを釜石
でもできるかどうかの可能性を探るという任務で
あった。その頃、釜石では、避難所も閉鎖し、順
次、仮設住宅への入居が始まっていた。今、私たち
心理士が被災地に行って何ができるのか、何か役に
立てることがあるのか不安であった。
　県立釜石病院に着くと、引き継ぎを急いで行い、
吉田副院長が、被災地を案内してくださった。震災
から何カ月もたっているにもかかわらず、大きな船
が岸壁に突き刺さったままの光景は、進歩を重ねて
きた科学が太刀打ちできない大きな自然の脅威の象
徴のように見えた。町のいたるところに、震災の爪
痕が残っていた。

　次の日は、土曜日で、二人で平田の仮設住宅予定
地を見に行った。ほぼ、完成していたが、まだ工事
のトラックがたくさん出入りしていた。ここで私た
ち心理士に何ができるのか、私たちには分からな
かった。病院に戻って、平田の仮設住宅で、私たち
心理士に何ができるか、同じ陣の倉橋朋子さんと二
人で話し合った。「私たちが、仮設住宅の中にある
集会場のカフェで給仕することが、何の役に立つの
だろうか？」と何度も反芻して、二人で意見を出し
合った。「私たちが今まで職場で行ってきた心理教
育や啓蒙活動、ストレスチェック、精神科デイケア
や不登校の支援教室での居場所作りが役に立つので
はないだろうか。」という結論に至った。
　実際には、平田の仮設住宅には、民間の業者が入
札し、形にはならなかったが、釜石に行って、被災
者の方々のために、「自分たちに何ができるか？自
分たちの力をどうしたら使ってもらえるか？」と、
大地震以後、被災地のために一番エネルギーを注い
で考えた時間だったかもしれないと思う。
　倉橋さんは患者さん一人と看護師さん一人、私は
患者さんを二人の院内面接をさせていただいた。今
までそれぞれの人生があり、また、被災の大きさも
それぞれ違う。それでも、これからのそれぞれの人
生を送って行かなければならない重さに自分が打ち
砕かれそうになるような話であった。
　県立釜石病院では、皆さんに親切にしていただ
き、感謝の気持ちで一杯である。このプロジェクト
の後、現地の岩手県臨床心理士会に次のバトンを渡
せたことを大変うれしく思う。私たちの何かできな
いかという気持ちが、被災地の方にとっては心苦し
く思われたのではないかと心が痛む。今度は遠くか
らそっと応援していきたい。	

近　藤　淳　実

釜石13陣派遣　活動報告
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　3.11に世界が変わったと言われている。私の住ん
でいる関東でも、電車が止まり大きな混乱があっ
た。未曽有の大災害を前に、自分にできることはな
いか、と考えていた所、自治医科大学同窓会との合
同プロジェクトがあることを知った。心理士として
の派遣に、臨床2年目の自分が行って良いのか、と
迷いつつ説明会へ参加した。そこで、阪神淡路大震
災を経験された高橋哲先生の言葉に後押しされ、私
は今回の派遣に応募することにした。それは、災害
では、普通の人達が、突然被災者になる。我々がで
きることは、そこへ行って、日常の会話をし、元の
生活に戻れるように寄り添うこと。「迷っているな
ら行ってほしい」というものであった。こうして私
は南三陸地区に派遣されたのである。
　宮城県、南三陸地区。7月末。震災から半年弱の
時期であるにも関わらず、ニュースで見たものと同
じ光景が目の前に広がり、言葉を失った。この津波
を実際に体験された方が、平気で日常に戻れるとは
思えなかった。そんな方々への支援に、自分は何が
出来るだろうか、と正直不安が大きくなっていっ
た。南三陸地区の心理支援は、この時期には先陣の
方々のご苦労とご尽力の結果、「カフェあづま～れ」
が軌道に乗っていた。南三陸地区コーディネーター
の小俣先生からは、「気負いすぎず、ほっとする空
間を提供できればいいから」と言われていたが、行
く前はやはり緊張していた。
　『カフェあづま～れ』この何だかほっとする名前
のカフェは、仮設住宅にいる方がほっとできる場
所、隣人と集える場所、心理士が話を聞くこともで
きる場所、として地元に根付いていた。私は、利用
者が和やかに過ごせるよう、カフェの準備をし、世
間話をし、時に津波や被災体験の話に耳を傾けた。
子供と真剣にゲームをし、利用者と談笑し、私の方
がリラックスさせてもらった様な所もある。常連の
方が多く、テントの設営を手伝って下さったり、
お花やお菓子を持ってきて下さったり。時に喪服
の方々が「初めて立ち寄った」と言って、休憩し

「ちょっとほっとしました」とお言葉を残して行か

れたり。行事の際には多くの方の交流の場にもなっ
たり。日によって、利用者によって姿が変わるこの
カフェは、「支援」を誰かが提供しているのではな
く、地元の方が「復興」へ向かっている流れに、少
し参加させてもらっているのだ、としみじみ思っ
た。
　今回の活動を通して、「災害時の心理支援」のイ
メージが少し変わった。今までは、「職能集団とし
て、困難にいる人を援助する」という印象だった
が、今は「健常な人達が日常生活を取り戻すため
に、必要なニーズを拾い上げ、それをサポートして
いく」ことも重要だと思う。これは元々日常生活を
送っていた方への敬意ある支援でもあると思う。こ
の支援の要は、地元の方との関係を良好に保ち、互
いが思っていることを上手に伝えることではないだ
ろうか。今回は西澤先生、佐々木先生はじめ多くの
現地の先生が協力して下さり、小俣先生が各機関を
駆け回り、連携を深めて下さったお陰で、心理の支
援も軌道に乗ったところが大きく、この視点を忘れ
ずにいたいと思う。
　また、チームとして活動することの重要さも実感
した。同陣の溝岡先生、横田先生と活動できた事は
心強く、地域医療に根付いた先生方の温かい助言は
励みになった。心理の矢吹先生にもご迷惑をかけつ
つ、様々なことを学ばせて頂いた。1人ではなく、
組織で動くことは心強く、支えになる。それは被災
された方もきっと同じで、互いに支えあい、これか
らさらなる復興へ向かっていくであろう。それを継
続的に支援していけたらと思う。最後に、東北の1
日も早い復興を願いつつ、プロジェクトの関係者皆
様に心から感謝の意を表したい。

平　元　　　彩

登米・南三陸地区の震災支援に参加して
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　2011年（平成23年）7月29日（金）から8月6日（土）
の9日間、私は登米・南三陸の第13陣（臨床心理士
2人）として、第20陣の医師2人と本プロジェクト
に参加させて頂いた。医師と臨床心理士は基本的に
は別の活動を行い、夜に宿舎で行動をともにできる
際には、食事の時間などを通して交流の機会を持
ち、医療に対する熱い想いを先生方から聞かせて頂
いたりした。日中は主として、平成の森にある『カ
フェあづまーれ』での活動となった。
　活動内容：我が陣での活動内容は、カフェの運営

（開店時のテント設営、飲み物サービス、閉店作業）
及びそれに関わる業務（在庫管理、仕入れ、報告書
の作成）、接客（侵襲的にならないような配慮、安
心できる空間の保障、介入し過ぎない子どもとの関
わり、来訪団体への対応）、地域との連携（社会福
祉協議会との毎日の打合せや情報共有、ボランティ
アセンターにて毎朝のカフェスタッフの確認、保健
師ミーティングへの参加、地元医師との情報交換）
などであった。連携機関は南三陸町の行政機能がす
べて集まっているベイサイドアリーナにあったた
め、毎日、登米市にある宿舎から南三陸沿岸部の志
津川・歌津地区を通り、ベイサイドアリーナ、平成
の森まで車で往復する形となった。
　現地の状況：避難所はまだ閉鎖されておらず、仮
設住宅と併用されていた。道路のがれき撤去作業は
急ピッチで進められていたが、朝夕通る沿岸部の道
路から見える光景は、依然としてがれきが山積み
で、津波により打ち砕かれた建物、陸に打ちあげら
れた船、寸断された道路、折曲がった電柱、むき出
しになった電線など、思わず黙祷を捧げずにはいら
れない場所もあった。また、現地の医療や福祉に携
わる人たち自身が、被災者であり支援者であるとい
う過酷な状況でもあった。一方、毎朝立ち寄ったボ
ランティアセンターには、全国から支援活動を希望
する人たちが集まって来ており、活気に溢れてい
た。
　結果：金曜日は午後に現地入りし、カフェの閉店
作業を手伝いながら、引継ぎと現地状況を把握し

た。土曜日から金曜日までは10時から3時までフル
にカフェ活動を行い、１日の延べ利用者数は土曜日
が61人、日曜日が55人、月曜日が73人、火曜日が
118人、水曜日が71人、木曜日が110人、金曜日が
120人。男女比は、成人で1対2、子どもでは2対１
であった。利用者数が少ない日は、雨天や低気温
で、利用者数が多かった日は、コンサートや物資の
無料配布などのイベントが行われた。また、利用
者は年配の常連さんが多く、1日に複数回の利用も
あった。利用時の様子は、比較的落ち着いていて、
雑談をしたり、被災体験を語る人も多数いた。
　課題：カフェは安心できる交流の場として、定着
しつつあるようであったが、年配の常連さん以外の
若い層にも利用が広がるような工夫がされてもよい
のではないかと考える。母子でストレスをため込ん
でいる世帯があるかもしれないが、今回のカフェ活
動では、数組程度の母子しか見かけなかった。ま
た、子どもの利用が増えた場合、より一層安全面で
の配慮が必要である。これら以外に、寒さや悪天候
対策は検討が急がれる課題である。
　感想：今回の支援活動においては、現地の人たち
のたくましさや温かさにふれ、むしろこちらの方が
勇気や元気を頂いた。悲惨な状況に遭遇しても、

『笑うしかない』と言って、なお前に進もうとする
姿や、自分が辛く傷ついているにも関わらず、カ
フェ用にと花を摘んできてくれるその気遣いや優し
さには頭が下がる思いがした。また、今回は様々な
出会いがあったが、人が集まり、想いをひとつにす
れば大きな力となりうることも学ばせて頂いた。今
後、自分にできることはわずかかもしれないが、南
三陸の人たちが心から笑え、町がこれまで以上の発
展を遂げ、活気を取り戻せるよう応援し続けていき
たいと考えている。	

矢　吹　幸　江

登米・南三陸　活動報告
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　震災当日、原稿執筆中に、ラジオから聞きなれな
い緊急地震速報が流れ、慌てている間に揺れが来
た。地震がおさまってテレビをつけた途端、津波の
映像が目に飛び込んできた。なんということ、足が
震えた。まさしく天変地異だと思った。かけがえの
ない人々の命が失われた、これだけの未曾有の災害
を知っていながら、何もしないわけにはいかなかっ
た。
　広島に居住していた経験から、当初福島での心理
支援を希望していたが、どんな巡り合わせか、自治
医科大学との心理支援プロジェクトに参加させて頂
くことになった。ただ不安もあった。学生に教える
仕事はさておき、普段、臨床現場で抱えているクラ
イエントへの影響を最小限にしなければならない。
スケジュール調整をして、幸い8月のお盆前の時期
にメンバーに加えて頂くことになった。筆者の2週
間半の休暇を許してくれたクライエントにも、ま
た、出発の準備と、カフェ活動でのハエ対策、食中
毒防止のために智恵を貸してくれた家族にも感謝し
ている。
　現地入りして思ったことは数えきれないが、鉄骨
を折り重ねるように押しつぶす津波の威力の痕跡に
まず驚いた。自然の力は何と巨大なのだろう。精神
分析でいうところの、人の死の本能と生の本能の由
来とは何か？。津波の映像を見たときに、自然界か
ら人の遺伝子が受け継いでいるものではないか、と
思った筆者であったが、現地に入り改めてそう思っ
た。太古の昔から、自然は豊かな生命を育むととも
に、その威力と共に、多くの命を奪ってきたのだろ
う。その中で生き残った人々の、生きる意味を守る
ことが私たちの使命なのだろうとも思った。
　現地のカフェ活動で出会った方たちは、素朴で優
しくて辛抱強い、そして強い方たちだった。「もう
生きていても、何もいいことないよ」と言う方がい
た。「そんなことないよ」などという安易な励まし
は、筆者はできないと思った。これからの生活、ど
れだけの苦難が待ち受けているだろう。不便な仮設
住宅の生活から一息つくために、お年寄りの方がた

くさん来て下さったのは嬉しかった。「自分の人生
を振りかえると・・・。人生の後半でなぜこうなっ
てしまったのか」「今まで懸命に生きてきたのに、
やっとこれで安寧を得られると思ったのに・・・」
と自問自答される方々の話を聞き、大きな悲しみ
と、自分なりの答えに辿りつこうとされている強さ
に涙が出た。日々生きがいを見いだそうと、目的を
持とうと懸命に模索しておられるその姿を、決して
一生忘れないだろう。ただ、歩いてカフェに来るこ
とができる人だけが心理支援の対象ではないはず。
我々が差し伸べた手からこぼれ落ちてしまった方が
沢山いるのではないかと、今でも気がかりである。
　同行の自治医科大学の先生方には、色々と気遣っ
て下さり助けられた。大変有難く、この場を借りて
厚くお礼を申し上げる。自宅での看とりの減少と汲
み取り式便所の消滅との関連、薬や診察のエピソー
ド、煙草の危険性など、興味深い話を聞かせて頂い
た。私を含めた心理士チーム2人と同行医師2人は
四国出身者であったため、いざ東南海・南海地震の
際には心理士2名は関東から四国に支援に駆けつけ
る？ことになった。
　カフェの常連の方と「また来ます」と約束をし
た。しかし、約束を守れていないことがとても心苦
しく、日々を送っている。今できることは、あの現
地の方たちが慎ましくも生きている姿を心に留め、
自身も日々を精いっぱい生きることだろうと思って
いる。

田　中　志　帆

大震災を生き抜いた人々と出会って
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　私は、8月5日から13日の間、自治医科大学医
学部同窓会東日本大震災支援プロジェクトの第22
陣、臨床心理士としては第14陣として、岩手県立
釜石病院へ派遣された。本陣の活動は、震災から丸
5ヶ月を迎えたこと、お盆期間に入っていたことが
大きく影響したことが特徴であったと思う。
　8月11日は岩手県の災害対策本部が解散となり、
同様に釜石病院内の災害対策本部も解散となった。
14時45分には釜石病院スタッフ一同で黙祷を捧げ
た。この翌週からは、使用していなかった病棟も全
て再開されることもうけて、決起集会と銘打っての
ことだった。ともあれ、震災から復興に向かうため
の区切りをつけた時期と受け取った。
　臨床心理士は、病院内での心理面接と病院スタッ
フ向けの院内レクチャーが任されていた。しかし、
前述のとおり、お盆期間もあいまって病院内での面
接依頼も減少傾向にあり、臨床心理士の活動が停滞
気味にあったことは否めない。当初行われていた釜
石市職員への介入や避難所巡回も終了し、これから
の活動について見極めをつけなくてはならない時期
にさしかかっていた。
　後方である東京ではすでに、病院組織下での活動
に終始させるのか、それとも新たなフィールドへ活
動を展開させていくのかが議論されていた。他方、
決められていた撤退時期を延長する可能性も出始め
ていた。今後の活動内容と派遣期間延長は大きな争
点となっていた。
　そのような中、周辺地域にある仮設住宅への視察
が先陣からの引き継ぎ事項となっていた。釜石での
心理的支援の可能性を模索するためのフィールド
ワークが我々の任務であり、現場と後方をより着実
に丁寧に繋げることに注力した。
　被災した地域の打撃は言うまでもなく、そこにい
る方々の辛苦も計り知れない。俗に言われる「ここ
ろのケア」が必要であろうし、そうした状況が長期
にわたることも想像に難くない。一見して復興して
いるようでも、なんらかの手当てが必要な人が潜在
していることは確かであろうし、そうしたサインを

見逃さないのが臨床心理士の能力の発揮のしどころ
であるように思う。
　私自身が面接を請け負うことはなかったが、病院
内のスタッフとの談話や仮設住宅への視察からは、
支援の可能性が数々連想された。だが、もう一度よ
く振り返って特に今回のプロジェクトは、派遣期間
に限度があることと派遣される臨床心理士が一週間
のローテーションで入れ替わることが活動の範囲に
大きく影響していることにたどり着く。
　活動は前線である現場の判断に委ねられている。
しかし、「私」ができることが「臨床心理士」がで
きることとは限らないこと、逆もまた然りとなるこ
とを十分にわきまえなくてはならない。
　それを推してもやっていいと思われても、それを
実行するだけの機が熟しているのかはまた別の問題
となる。後に引き継ぐにしても、それを現地スタッ
フに受け入れてもらえるような環境作りを算段しな
くてはならない。その場でする自分の判断はもとよ
り些細な言動や立ち振る舞いまでが常に試されてい
るような緊張感があった。
　一週間ごとに活動を引き継いでいくことを我々は

「襷を繋ぐ」という言葉で表現してきた。その襷は
どのような襷なのか、そして自分がもらった襷を託
す相手はどういう人なのか、思いをはせながらの活
動は貴重な体験となった。
　後陣からは、院内ボランティア活動も始まり、さ
らにその後、近隣の仮設住宅での活動も始まった。
自治医科大学同窓会のプロジェクト終了と共に釜石
への臨床心理士派遣も終了となったが、岩手県臨床
心理士会へと活動を引き継ぐこととなった。襷がま
だ生きていること、その襷を持って走らせていただ
けたことに感謝したい。

山　口　友　子

プロジェクトに参加して
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　東日本大震災により被災された方々に、心よりお
見舞い申し上げます。
　2011年3月11日、私は都内の職場で地震に遭い、
帰宅困難者となった。深夜に帰宅して、初めてテレ
ビに映し出される光景を目にした。筆舌に尽くしが
たいその状況に晒され、また、日常的にも計画停電
が始まり、食糧品や生活用品が手に入らなくなっ
た。甚大な被害を受けた地域から遠く離れていて
も、その影響は大きく、不安な日々が続いた。
　4月に入る頃、少し気分が落ち着き、臨床心理士
として何かできることはないかと考え出した。阪
神・淡路大震災の時、私は学生で、今思えば学生で
も何かできたのかもしれないが、その時は何もでき
ずにいた。震災から10年程して、神戸と淡路島を
訪れる機会があり、復興した街の中に残る震災の爪
痕を見て、後悔の念を抱いた。そして今回は、少し
でも自分自身が動くことができればと考えた。
　6月に入り、自治医科大学医学部同窓会東日本大
震災支援プロジェクトのお話をいただいた。お受け
したものの、正直なところ最初は期間の長さに不安
になり、掲示板やメーリングリストの情報の多さに
戸惑い、派遣までの二ヶ月間、落ち着かない日々が
続いた。このような状況の中で、支援に関わる者と
して、自身の気持ちのコントロールはとても大切な
ことであると反省している。また、日々状況が変
わっていく現地の情報整理と、臨機応変な対応がい
かに必要であるかを感じ、今後の支援活動に際し、
活かして行きたいと考えている。
　第21陣（心理第14陣）として、8月5日から釜石
に入ったが、現地に行くと、逆に落ち着いたような
気がする。もともと自分に何かできるというものは
なかったので、今、ここで求められていることをし
ようという気持ちになれた。心理第14陣では、病院
内での面接は少なく、待機時間がほとんどであった
が、常に安定してここにいることが、心理士の責務
と考えた。同陣で派遣された心理の山口友子先生と
は、常にコミュニケーションをとり、自分達の立ち
位置を確認することができ、心から感謝している。

今回の活動は、心理士として何かを＜すること＞で
はなく、＜いること＞というまさに心理士の原点に
立ち返るような経験であった。また、県立釜石病院
の皆様には、かえってお心遣いをいただき、短い期
間ではあったが、一員としていさせていただいたよ
うに感じている。本当に、自分が何かをするより
も、自分が多くの人々に支えられていることを実感
する日々であった。
　震災から五ヶ月目の8月11日、病院内での決起集
会にも参加させていただき、釜石の地で黙祷をする
ことができたことは、心に残る体験であった。慰労
会にも出席し、震災当時からの県立釜石病院の活動
の様子をスライドで見せていただき、現在に至るま
でのご尽力に心が打たれた。
　また、現地を理解するために、被災状況や仮設住
宅の視察をさせていただいた。病院内だけではな
く、地域の人々の生活環境に触れることが、心理士
として大切なことであるとご理解いただいたこと
は、本当に有り難いことであった。映像で見るのと
は違い、肌で感じた被災状況は、生きた感覚として
心に留めておきたい。また、仮設住宅については、
住宅地の中の空き地等に建てられている場合と、周
囲には住宅がほとんどない公園等に建てられている
場合など、立地条件に違いがあることを知り、たと
えば、支援活動をするに際しても、それぞれ住民の
方々のニーズが異なることへの十分な配慮が必要で
あると実感した。
　最後になったが、このような機会を与えて下さっ
た自治医科大学医学部の皆様、県立釜石病院の皆様
に深く感謝するとともに、被災された地域の復興を
祈り、今後も長期にわたるであろう支援に、微力な
がら関わっていきたいと考えている。

佐々木　江利子

支援プロジェクトに参加して
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　東日本大震災の直後、津波の様子や被災地の様子
が日々繰り返し、報道されました。美しい町や海岸
の映像が一瞬にして黒い波に飲まれていく様を見る
たびに、改めて自然災害の恐ろしさを思わずにはい
られませんでした。
　私は、出身が関西で、17年以上も前になります
が、阪神淡路大震災の様子も直に知っています。幸
い大阪と京都の境に住んでいた両親は、ほとんど被
害に遭いませんでしたが、子供のころ暮らしていた
西宮・芦屋の町、友人や恩師の行方や安否が気にな
り東京から出かけました。その時の町は私が小さい
頃見た原風景とは一変していました。その時の町の
人々の様子、避難所の様子等も今回の東日本大震災
の映像と重なり、被災地の方のために、できる支援
はないものかと考える毎日でした。
　その時、心理士会の会報誌やインターネットのサ
イトでこの自治医大の支援活動のことを知り、派遣
事業に応募しました。期間は９日間と長いものでし
たが、幸い震災ボランティア休暇もいただけること
になり、参加することができました。
　現地の様子がわからず不安なまま、現地に入りま
した。現地入りするとすぐに、前の班との引き継ぎ
を行い、カフェの準備に入ります。買い物からお掃
除まで、そして最後の報告書記入まで、すべて任さ
れていましたので、同伴した田中先生とともに、
日々が格闘でした。
　始めは、朝からの段取りになかなか慣れませんで
したが、次第に地域の方とも打ち解け、色々な話が
できるようになりました。
　伺うお話は、震災のこと、今までの仕事のこと、
これからのこと、不安なことや心配なこと、さらに
将来への期待と様々でした。それにしても、今まで
第一線でバリバリお仕事をされていた方々が、一瞬
にしてその働き場所を失った訳ですから、毎日どう
して時間をやり過ごすかということが、大きな心の
負担になっていることがわかりました。
　ここが開いているからよかった、ここに来ると誰
かいるのでホットするという言葉を聞くたびに、参

加してよかったと思う日々でした。
　また、このカフェには、毎日様々なイベントが
あったり、地元の大学からもボランティアが来てく
れたりと、できることは何でもしたいという人たち
ばかりでしたので、とても活気があり、皆で支えて
いこうという気持ちにあふれていました。さらに
は、未知なる人との出会いも沢山ありました。
　また、今回の支援活動の中でのもう一つの収穫
は、自治医大同窓会の先生方と共に語り合い、一緒
に支援活動を行えたことです。僻地医療への熱意や
体制づくりについても学ぶことができました。さら
に、医療支援と心理的ケアーの両面から支援活動に
携わることができたことは貴重な体験でした。普段
はなかなかドクターと生活を共にする機会がありま
せん。しかし、この経験をしたことで医療と心のケ
アーの連携が深まり、治療へのよい影響が期待され
るのではないかと実感することができました。
　現在、復興支援とか、募金とか、ボランティアと
かいろいろな言葉が飛び交い、原子力発電所も一刻
も早い終息に向けて、それぞれの立場の人たちが、
最大限の努力を重ねている時です。しかし、人の

「心」の立場で考えていきますと、少しずついろい
ろなことが収まりかけた時、今まで溜めていたもの
がどっと吹き出して、人の「心」の影を落とすよう
になるのではないかと思われます。それぞれの段階
に合わせた支援をいつも考え、その都度自分も「臨
床心理士」という立場でかかわることができたらと
考えています。
　10月に引き続きこの11月にも、「臨床心理士会」
の関係で、同じ場所へ3回目の支援活動にいく予定
です。家族の理解を得ながらこれからも支援活動を
続けていきたいと思っています。		

曽我部　和　広

心の触れ合いを通して
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１．第22陣として釜石病院に派遣されて
　8月16日（火）に釜石に入り、19日（金）に釜石
を出発、翌日デブリーフィングに参加という日程で
あった。12日（金）に釜石入り予定であったが、お
盆で病院が休診となるため、遠藤院長、石川先生、
奥村事務局長（心理士側）と相談し、短期の日程と
なった。
　活動内容としては、院内レクチャーと職員面接は
先陣と同じであった。3、4陣前から、我々臨床心
理士本来の専門性を活かした活動である面接数がそ
う多くなく、そのことを釜石病院の皆様が気にして
下さっているという報告が少々なされていた。支援
させて頂く我々を被災地側が気遣って下さるという
のは本末転倒であり、登米・南三陸のカフェ活動が
効果を挙げているという報告もあり、釜石でも従来
とは違った活動が何かできないかを吉田副院長に相
談させて頂いた。その時の主旨として、院内ボラン
ティアのような形で、必要なら薪割りでも、支援物
質仕分けでも構わないとお伝えした。吉田副院長と
上野外来看護師長との相談で、17日に予定されて
いる病棟引っ越しの手伝いをさせて頂くこととなっ
た。引越し開始まで時間があるので、病院玄関の車
椅子や歩行補助車利用者のお手伝いをすることとな
り、それが発展して、受付業務へのご案内となって
いった。この院内ボランティアは最終陣まで引き継
がれていくこととなった。
　この活動で忘れられない高齢の女性患者さんがい
る。およそ1人で来院すること自体かなりの無理が
あると思える状況で、院外薬局の方によると、以前
は別の人（おそらくヘルパー）が薬を取りに来てい
たそうである。人手が足りずヘルパーを付けてもら
えなくなったのだろうということであった。実際、
来院→受診→処方箋入手→薬入手→帰宅というこの
一連の行動は、女性患者さんにとって多くの偶然が
積み重なってようやくやっとのことでできているよ
うにしか見えなかった。この未曽有の震災がもたら
した膨大かつ深刻な影響を垣間見た想いであった。

２．初期の臨床心理士派遣のコーディネートをして
　尾身先生より指示されていた重要な点は、派遣を
半年間続けること、最低各1名ずつは派遣するとい
う2点であった。当センターが開催した被災者支援
のための研修会（4.10）の盛況ぶりから考えて、そ
れはさほど難しい仕事ではないとタカをくくってい
た。最低各1名ずつのシフトを組む作業はそれなり
に労力はいったものの何とか組めた。しかし、後方
支援の難しさを認識させられる場面が、その後何度
となく起きた。現地に派遣される臨床心理士もさる
ことながら、後方支援側も本務は別にある。本務の
傍ら、未曾有の震災がもたらした数々の影響を把握
しその1つ1つを判断し後方支援し続けるという作
業は、本当に厳しい骨の折れるものであった。筆者
が勤務している大学も被災し、授業開始がGW明け
であった。5月中旬以降、先の困難な後方支援を一
手に引き受けて黙々と作業にあたったのは他ならぬ
奥村事務局長（心理士側）	であった。時には派遣臨
床心理士のストレスの矢面に立ち、時には慰め、時
には激励し…。村瀬センター長と共に、現地視察、
デブリーフィング参加、今後の打ち合わせ…等々、
影に日向に後方支援は続けられた。
　自治医科大学同窓生の結束の強さ、釜石病院の真
摯で誠実な想い…それらも深く心に刻むことができ
たが、「後方支援」とはどういうものなのかを理解
できた体験であった。

宮　崎　圭　子

同窓会派遣プロジェクトに参加して
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　私は、2011年8月12日～20日の第21陣（日本臨床
心理士会では15陣）にて、宮城県南三陸町・歌津地
区の仮設住宅支援であるカフェ「あづまーれ」の運
営に、日本臨床心理士会所属の臨床心理士４名とと
もに携わった。町は震災から5か月が過ぎたにも関
わらず、瓦礫の撤去は遅々として進まない様子で、
その中で、コンビニとガソリンスタンドだけが営業
していた。また、折しも初盆を迎え、骨組みだけに
なった建造物跡地には祭壇が据えられ、喪服で花を
手向ける姿が見受けられた。
　午前８時、宿所の津山診療所を出て、車で1時間
弱のところにあるベイサイドアリーナにて、一般ボ
ランティアの方と落ち合う。「あづまーれ」は、そ
こからさらに15分ほどの歌津地区の外れ、小高い
丘にある「平成の森」約250戸の仮設住宅に併設さ
れている。午前9時半、テントの設置と開店準備を
経て、10時に「あづまーれ」開店、開店と同時に
常連の方々が訪れる。開店前から、椅子に腰かけ
て待っている方もいる。この期間、午後3時の閉店
までに、連日のべ90～100名の方が訪れた。閉店後
は、片づけ、午後4時にベイサイドアリーナ経由で
宿所である津山診療所に戻る毎日だった。私たちの
陣の役割としては、軌道に乗っている「あづまーれ」
の運営を引き継ぐことと、さらに多くの人に利用し
ていただくべく周知をはかっていくこと、さらに、
9月24日のプロジェクト終了を控えて、どう方向づ
けていくかということであった。
　「あづまーれ」テント前では、この間、沖縄音楽
の生演奏や絵本雑誌配布のイベントが行われた。次
陣では、たこ焼き、そうめん流し、ハーモニカの演
奏会が行われる予定で、イベントが増えつつあっ
た。沖縄音楽の演奏では、歌や太鼓に合わせて踊り
や手拍子で楽しむお年寄りの姿が印象的であった
し、「あづまーれ」のテントは超満員、あふれんば
かりの人であった。この経験から、「あづまーれ」
を知っていただく・利用していただくきっかけとし
てイベントが有効であることを感じ、そのためには
イベント開催の周知をはかることが必要であると、

手作りチラシと冷たいお茶を手に、仮設住宅の巡回
をはじめた。戸別訪問はせず、戸外の方のみに声を
かけるが、暑い時節柄、戸外に出ている方はそれほ
ど多くはなかった。それでも、逆に「あづまーれの
人、ちょっとあがってお茶でもいかが？」と声をか
けられる場面もあり、決してお宅にあがることはな
かったが、とても嬉しかった。そんな折に、「臨床
心理士というのはつらい話も聞いてくれる人なんで
しょ」と尋ねられるなど、臨床心理士への理解が少
しずつ進んでいることも感じた。立ち話をしなが
ら、「あづまーれ」では楽しく過ごすことができる
が、仮設住宅に戻ると、不眠、不安や落ち込みの精
神症状があると不調を訴えたり、個人的なつらい体
験を話される方もいらした。震災から一定期間がす
ぎてからあらわれる症状に留意し、ケアの充実が求
められると実感した。
　「あづまーれ」は歌津地区の方々にとって、生活
の一部として定着しており、目下、利用者と提供者
の双方によって大切に育てられている最中である。
このプロジェクト終了後も、日本臨床心理士会と社
会福祉協議会の協力体制で、継続運営されることが
決まった。地元の方に引継ぎながら、臨床心理士の
週末派遣という方向で、12月末まで、さらには3月
末までという継続派遣が検討されている。私も、
10月16日と来年早々に、訪れたいと考えていると
ころである。
　今回このプロジェクトに参加させていただいたこ
とは、私個人の人生において、非常に有意義であ
り、現場で肌で感じたことを大切にし、今後に活か
していきたい。このような機会をいただいたこと
に、この場を借りて、心から感謝申し上げたい。

押　川　聖　子

プロジェクトに参加して
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　「いつも笑顔でのお出迎え、ありがとう。」
　じっちゃの優しい声から、あづまーれの朝は始
まった。
　ちょうど、お盆の時期に派遣された南三陸町。ギ
ラギラと照りつける太陽が、藤棚の濃い緑に遮られ
てつくられる木陰。それに続くテントには、なんと
も言えない心地よい風が吹き抜ける。常連のばっ
ちゃ（おばあちゃん）が、朝の畑仕事の時に摘んで
きてくれたヒマワリがテーブル席を一段と明るくす
る。先ほど受けてきたマッサージの気持ち良さを話
している皆さんの傍らに座っていた私は、穏やかな
時間の流れに身を委ね、優しい空気のなかに溶け込
んでいた。
　自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロ
ジェクトに心理士として参加させてもらったことに
より、私は多くの得難い経験と、一つ一つの想いを
丁寧に積み上げるプロセスを体験することができ
た。被災地に派遣された期間はもとより、このプロ
ジェクトの一員であった142日間は、まさに学びの
日々であった。
　その学びのなかで私は、特に「被災者にとって、
害にならない支援とは何か。」「支援者自身の精神健
康の担保」について考えていた。
　被災地において人々は、実に様々な他者によっ
て、心を剥き出しにされる危機にさらされていた可
能性がある。災害がもたらした大きな身心の傷つ
き、痛み、そして日常生活という守りの綻び。その
なかにあって、自らの精神健康を保つために無意識
に防衛を張っている人々に対し、「役に立ちたい。」

「役に立てる。」との自分自身の気持ちが先行した自
己本位的な心理的関わりを行うことは、被災者の心
を守るという観点が欠落する恐れをはらむ。ゆえ
に、まず害のない支援とは何かを考えた。そしてそ
れは、被災者のニーズに寄り添うことから始まるの
ではないか、と今回の活動を通じて私は感じてい
た。
　被災者のニーズには、根本的、持続的に希求され
るものと、時間の流れや時期に応じて変化していく

ものとがあると考える。震災後の混乱期には、避難
所で出会う方々が、生きてそこにいてくださること
に感謝する気持ちをもって、被災者の生活に迷惑に
ならずに支援者が寄り添うことが、被災者のニーズ
に応えることに繋がるであろう。しかし、時間の経
過とともに個々人だけでなく、地域の精神文化を視
野に入れ、自治体という組織および、自身も被災者
でありながら役割を担っている人々のニーズも含
め、どのように即応していくのかが重要になってい
くと考えられる。そしてまさに今回、被災者と地域
組織のニーズを正確に把握し、どのように応じてい
くかが、プロジェクトに参加する心理士に課せられ
たテーマであったように思う。
　このテーマに私たちは迷い、時には苦しみなが
ら、しかし逃げ出すことなく、正面から精一杯の誠
意をもって取り組むよう努めた。それが可能であっ
たのは、自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支
援プロジェクトという大きく堅牢な枠に守られてい
たからだと考える。換言するならば、その枠は、心
理支援活動に関わる私たち自身の精神健康に大きな
担保となり、活動への安心感につながっていた。具
体的には、プロジェクトに参加された医師の先生方
から、心理士の活動に関する深い理解とあたたかい
励まし、多くのご教示とご示唆をいただいた。ま
た、派遣期間同行させていただいたお二人方の医師
と、3人の心理士の皆さんとの一つ屋根の下の生活
は、忘れられないものとなった。心から感謝を申し
上げたい。
　「釜石市が、・・・」と聞こえると、振り返ってテ
レビ画面を見入る。南三陸町という文字は、たとえ
小さくても、目の中に飛び込んでくる。どうやら故
郷と呼べるもののない私には、142日間の学びの場
が、自分の中のふる里になったようである。

本　多　公　子

学びの142日間
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　このたび、自治医科大学医学部同窓会の皆様の取
り計らいで、被災地である宮城県登米市、南三陸町
に約1週間派遣され、大変貴重な経験を得たことに
感謝をしている。
　現地入りしたのは、8月12日～19日まで、主に南
三陸町のカフェあづま～れにて活動した。3月11日
に、震災が起きた後から、「何か自分にできること
はないか？」と思っており、主にインターネットな
どからボランティアの情報を探していた。普段、臨
床心理士として仕事をしている者としては、わがま
まを言うならば、自分の専門性を生かしたボラン
ティアがしたいと思っていた。そんな折、この自治
医科大学医学部同窓会チームの心理士派遣活動を
知った。説明会に参加し、そこで、後方支援にも携
わることにした。後方支援では、主に派遣心理士の
シフト決めや外部からの電話応対をしたが、その中
でも得るものは多くあった。忙しくしている事務所
に、かかってくる外部機関からの問い合わせや、派
遣を希望している心理士の人それぞれの思いを聞く
につれ、関わる人々のそれぞれの温度差を感じ取り
始めた。被災地の人の役に立ちたいという思いが強
いことは素晴らしいことなのかもしれない。しか
し、それが、独りよがりであったり、被災地の方々
への押し付けになるようでは、それはただのありが
た迷惑になるということが想像できた。あくまでも
現場のニーズに応えるということが、最重要だと
思った。そのためには、いつでも手を差し伸べられ
る状態にいること、こんなことができるということ
を先方に知っておいてもらう必要がある。同時に、
いずれも、それらを、被災地の方の生活の邪魔をし
ないように、さりげなく行うことが求められるとい
う高度な支援であることも感じた。
　その後、現地に派遣され、実際に被災地の対人援
助職の方、住民の方にお会いするだけでなく、幸運
なことにそれぞれの思いも聞くことができた。カ
フェ活動の中で、住民の方々にお礼を何度も言われ
たが、自分のやりたいことをしているだけで、お礼
を言われ、恐縮した。このように、住民の方々、そ

して私たち心理士の双方が感謝の気持ちを持てる関
係ならば、よい形で活動ができているのではと思っ
た。今回のカフェ活動は、1週間でメンバーが入れ
替わるため、日常会話の中や行動の中で、アセスメ
ントや観察をし、他部署との連携やさりげない介入
をするというスタイルだった。これは、日々私が
行っている「心理面接」という役割が明確なものと
は異なるものだが、日々の心理面接の中で、会話の
ふとした言い方、内容、表情などから、クライエン
トの気持ちや考えを読み取る訓練をしていたこと
が、生かされたのではないかと思った。このような
大変貴重な経験ができ、自治医科大学医学部同窓会
の方々には、資金面においての支援、また大きな信
頼を得ている貴大学、貴会の一員として活動できた
ことは、私たちが活動する上で、大変大きな力と
なった。また、同じ時期に活動した西岡先生や村田
先生、現地の自治医科大学出身の西澤先生や佐々木
先生にも精神的な支えになっていただいたことに、
大変感謝している。
　最後に、この東日本大震災の被災地の復興と、被
災者の方々のご健康をお祈りして、また、自分も継
続して何か行動を起こすことを約束して、最後の言
葉にしたい。

川　瀬　英　理

東日本大震災自治医科大学医学部同窓会チームに参加して
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　南三陸町のカフェあづま～れのある平成の森は、
200戸以上ある規模の大きな仮設住宅である。９日
間という支援期間であったが、多くの経験と学びが
あった。これらの経験の中から、被災地支援が多く
の人たちの支援の積み重ねと手助けによって成り
立っていること、支援した側への支援後のケアの必
要性、被災者の方たちへの今後の支援について述べ
る。
　第15陣の支援は、カフェあづま～れの活動が軌
道にのりつつある時期であった。このため、カフェ
ではお年寄りや子どもたちがリラックスして談笑す
る姿が見られ、仮設住宅に入居する多くの方々の居
場所になっていることがみてとれた。積極的にカ
フェの手伝いをして下さる仮設住宅入居者の方もい
た。地元の方々の臨床心理士へ信頼感はすでに築き
上げられており、先陣の活動に頭が下がる思いで
あった。９日間という支援期間でひとりひとりがで
きることは非常に限られている。被災地支援が多く
の臨床心理士による支援の積み重ねで成り立ってい
ることを実感した。また、筆者は、支援に行く前、
支援をすることに対する気負いがあった。しかしな
がら、カフェでのんびりとお茶を飲む方たちの様子
を見て、気負いがこの雰囲気を壊してしまうことに
なりかねないと実感した。よって、カフェで少なか
らずできることは、先陣が築き上げてきた利用者と
の信頼関係と、気負わずに、安心できるカフェの雰
囲気を引き継いでいくことだと認識した。
　カフェの運営は、全国から来ているボランティア
や地元の大学生などの手助けがなくては成り立たな
かった。ボランティアの方々の協力で、臨床心理士
は飲み物を出すだけでなく、利用者の方たちと話す
時間を持つことができた。これにより、気になる方
を保健師の先生に報告し、その後の支援につなげる
ことができた。カフェひとつの支援であっても、多
くの支援者の協力のもとに成り立っていた。
　南三陸町での支援を終え、日常の生活に戻った後
も、しばらくは被災地のことが脳裏から離れなかっ
た。支援者が共感的に被災者に関わる中で生じる、

臨床家の二次的外傷ストレスとはいかないまでも、
罪悪感、焦燥感を抱くことがあった。被災地でで
あった人たちに対する心配、何不自由なく生活して
いることへの罪悪感などであった。この不安感は、
同じチームで派遣された仲間と共有することで薄ら
いでいった。支援した側も被災者の方たちと触れ合
う中で影響を受ける。このため、支援後日常生活に
支障をきたさないためにも、支援側のケアの必要性
を感じた。
　震災後半年以上が経過し、今後は被災者の方たち
の経済面、生活面、心理面での自立に向けた回復が
求められてくるであろう。カフェの仕事を手伝いた
いという利用者の方の声もあったと聞いている。手
伝えるかどうかは別にしても、将来的に現地の方た
ちが自立していく一助になるような、支援のあり方
も考えていくことも、必要になるであろう。２、３
年と支援を続けていく中で、被災者の方たちが、自
らの足で立って生きていけることを視野に入れた支
援を心理職として考えていくことも必要だと考えて
いる。
　最後に、日々の業務が多忙を極める中で貴重なご
意見を下さった西澤先生、夜勤の後でも遅くまでご
指導下さった西岡先生、村田先生、同じチームで派
遣され、心理職として経験の浅い筆者を支えて下
さった本多先生、押川先生、川瀬先生、この場を借
りてお礼を申し上げます。本当にありがとうござい
ました。
　被災地の復興を心より願っております。

綱　島　三　恵

南三陸町での被災地支援
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　3月11日、東京にある私の勤務先の精神科病院か
ら、神奈川の自宅への交通手段は途絶え、私は帰宅
難民となって職場の片隅で不安な一夜を明かした。
つけていたテレビから流れる映像は、かつて見たこ
ともない、想像を絶するものだった。阪神大震災で
保健所のお手伝いをさせていただいた体験もあっ
て、支援には行くものと決めていた。そして出会っ
たのが、自治医科大医学部同窓会チームであった。
　私は、8月19日から26日まで、釜石に派遣になっ
た。私が釜石に行った時期は、釜石病院での患者さ
ん面接、院内レクチャーに加えて、前陣から開始し
た外来総合案内のお手伝いを引き継いで、活動のひ
とつとした時期である。
　来院する患者さん達を玄関口で出迎え送り、車い
すのお世話、外来受診の案内、薬の呼び出しなどの
お手伝いをしていると、自然発生的に不安や困りご
と、さらには津波の話や地震後の不安を話してくだ
さる患者さんも少なくはなかった。総合病院の外来
受付という安心感のある敷居の低さが、抱えている
思いを吐露しやすくしている面もあったかと思う。
不安で一人受診を待っている方々から「側にいて
話を聞いてもらって安心した」「遠くから応援に来
る人達がいるということが自分たちの励みになる」
と、身にしみる言葉をいただくこともあったが、大
きな喪失と悲嘆の中にいる人を前にして、言える言
葉などなく、ただ、耳を傾け受けとめることしかで
きないということ、それが必要であることも再認識
した。
　心理士は通常「面接」という時間と空間の定まっ
た、枠の中で話を聞く。しかし、今回のような非常
時にあっては、面接室で来室を待つ面接ばかりでな
く、こちらから出向いて、状況や空気を感じなが
ら、ニーズを見極め、応えていくことが必要とな
る。今、何が必要か、何ができるか、何をするの
か、しないのか、そして自分という個の存在が、
チームや組織のどんな位置にいて、どんな繋がりを
もち、全体はどの方向に向かっているのか・・迅速
な状況判断と、柔らかなふるまいが同時に求めら

れ、そこには心理士として、人としての自分のあり
ようがそのまま露呈される。原点に立ち返って自分
を問い直す体験でもあった。「被災者支援に明確な
テキストはない。これまでの臨床の集大成である」

「これが被災者支援のためのマニュアル、身につけ
るべき専門知識なのかと言えば、人として生きてき
たことの総体としての良識ではないかと思う」とい
う村瀬臨床心理士会会長の言葉を今、ずしりと受け
とめている。
　私にとって、もうひとつ大きな財産となったの
は、釜石病院や自治医科大チームとの出会いであ
る。医師不足の地域の医療を、自治医科大卒業生や
釜石病院は震災前からずっと支えてきたと聞く。釜
石病院は震災によって病院機能が激減する中、災害
拠点病院としての責務を担うという厳しい状況に
あって、志の高い地域医療を実践しており、頻繁に
搬送される救急患者にも断ることなく昼夜働く医
師・スタッフの姿には深い感銘と刺激を受けた。被
災地にあるスタッフの方々には言いつくせない過酷
なご苦労があったと思う。そして厳しい状況だから
こそか、釜石病院には外から来訪する者を大切に包
み、迎え入れる暖かい文化があり、釜石を思うと今
も胸が熱くなる。心理士の存在を少しでも知っても
らえたこと、地域医療を担う医師やスタッフの仕事
に触れられたことが、今後の互いの仕事に、ささや
かでも種がまかれたことになればうれしいと思う。
　自分がなしたことに比べ、釜石でスタッフや患者
さんから与えてもらったものははるかに大きい。出
会った方々への感謝の気持ちとともに、東北の復興
の日まで、東北から、特に釜石・南三陸から目を離
さずにいたいと考えている。

神　田　啓　子

釜石を思う
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　23陣（8/19～27）と27陣（9/19～24）の2回、釜
石チームとしてプロジェクト（以下PJ）に参加し、
県立釜石病院で活動する機会を得た。PJに参加す
る前、「釜石」と聞いて頭に思い浮かぶのは、「港
町？」というはてな付きの曖昧なイメージであっ
た。釜石は、新幹線の通る新花巻駅から釜石線で約
1時間半、深い山々を抜けた先にある。海も山も間
近に迫る地形、間違って入った山道で出くわした鹿
など、自然の豊かさが圧倒的な存在感を示し、漁業
と製鉄を主な産業とする街である。この地域の中核
病院として機能しているのが県立釜石病院であり、
今回、震災支援という特殊な形で働かせて頂くこと
となった。
　最初の派遣である8/19頃は、病院が外来と入院に
おける診療制限を解除し、震災以前の病院機能に
戻った直後であり、日に10人ペースで入院患者数
が増える状況であった。医師をはじめ、病院スタッ
フ全員が多忙の最中にあったであろう。対して心理
士は、PJ終了を9月末に控え、以後の活動を模索し
ていた時期である。震災に関連する個別面接という
活動の柱はあったものの、一日の活動の全てが面接
で埋まるわけではない。支援としての形はあるが実
働が少ない。これでいいのだろうか。今後はどうな
るのだろう。心理士の間にはそのような焦りがあっ
たように思う。進行形で行っている活動も、活動の
終着点も何か地に足が着かない感じというのが、派
遣前、心理士の活動に対して抱いていたイメージで
あった。実際、支援に入ると、前陣の心理士が始め
た「院内ボランティア」が心理士と住民、病院をつ
なぐきっかけを与えてくれた。外来の総合受付に立
ち、来院者を手伝うのが主な仕事であったが、この
活動を通して地域の方々やその生活、病院の業務に
触れ、活動のあり方を考えることができた。また、
この時期は先に述べたような不確かさから現地にい
る心理士、病院、心理支援センター、PJ本部の間
に微妙な緊張があり、「下手に動いてはいけない」
と折に触れて自分たちの行動を振り返り、判断する
ことが必要だった思いがある。この時の派遣では、

次の行動を考える時、己の内部に湧き起こる不安を
いかに理解するかが大切なのだと改めて学んだので
ある。何か行動しようとするその度ごとに自分の考
えと感情を客観的に捉え、アセスメントしてみる
と、案外その行動は支援の名目で、自分の不安や欲
求を解消したいためだけの余計なものであると気づ
くことも多く、心理士としての基本に立ち返る思い
であった。
　9/19からの第27陣は、心理士派遣の最終陣で
あった。この間、病院には心理相談室が作られ、カ
ンファレンスに心理士が参加する機会を頂くなど、
これまでの活動とは違いが見られていた。PJ終了
後は心理の活動を岩手県臨床心理士会に引き継ぐこ
とが決まっていたため、先が見えており、自分のす
べきこともはっきりしていたのが前回との大きな違
いであった。この時期の個別面接を通して、今後の
心理支援は、個だけでなく、メンタルヘルスの確保
というより多くの人口や環境に対応できるものが必
要だろうと痛感した。そのためにはより一層、縁の
下から支えることができるような専門性と人間性が
求められると感じたが、その全ての手本は、5か月
間お世話になった県立釜石病院にあると思ってい
る。病院で感じた職員の機動力や外部との連携力、
各人の判断力と確実な連絡体制など、支援に入った
身でありながら学ぶべきところが多かった。その基
本は誠実さに裏打ちされた人間力にあり、そこには
繋がる力があると感じた。派遣を終えた今、釜石と
言えば「人のつながる力」という明確なイメージが
あり、そのもとは釜石で携わった方々に感じた人間
力とエンパワメントにある。私自身は対人援助職と
して、一人の人間として、わが身を反省する機会と
なった。
　最後に、このPJに参加する機会を頂けたこと、
医師、心理士をはじめ、たくさんの方と出会えたこ
とに感謝の意を表して報告を終わりにしたいと思
う。

島　田　祥　子

釜石に感じた人間力とエンパワメント
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　私が自治医科大学医学部同窓会プロジェクトに臨
床心理士として参加しようとした動機を、この報告
書をまとめるにあたり、改めて振り返ってみた。3
月11日は職場でクライアントさんと一緒に、大震
災の大きな揺れを体験した。毎日テレビから流され
る津波の映像に、衝撃を受けながら、自分がこの出
来事にどう応答するのか問われている気がしてい
た。東日本大震災心理支援センター主催の「災害後
心理支援研修会」に参加し、「何か私に出来ること
はないのか？」と、いてもたってもいられない気持
ちと、「こんな私に何かできるのだろうか？」と自
問していた。そんな時、自治医科大学チームの説明
会で、尾身先生のお話を伺った。そして登米・南三
陸チームに参加させていただくことになった。とに
かく被災された方々のお邪魔にならないように、で
きれば、少しでもお役に立ちたいと思った。と同時
に、教育分析的心理療法を続けていた私は、自身の
大きな変化の時期に来ていたとのだと思う。古く
なって、適応的でない自分にしがみついていること
に気づき始めていた。この派遣で何か貴重な体験を
させていただけたらという期待もあった。
　現地に到着し、元市街地が跡形もなくなり、見渡
す限り瓦礫となっている光景を見た時、どうしたら
こんなひどい状況になるのか、訳が分からなかっ
た。しかし少し走ると道路工事で車の誘導をしてい
る作業員さんが、私の住む群馬の作業員さんとどこ
か違っていた。誘導の腕に力が入っていないこと、
目がこちらの車を見て誘導していないことが気に
なった。その様子で「あ、この方も被災者なのだ。」
とやっと気がついた。その後も、地元で懸命に働か
れている方々の心に残された深い傷跡を感じた時、
私も心に津波を体験したように感じた。多くの方の
命が失われた。生き残った方も、大切な家族や友
人、持っていた財産、生まれ育った懐かしい故郷の
風景など、ありとあらゆるものを失われた。何重も
の喪失体験を今もこれからも生きていかれる。
　カフェあづまーれの毎日はとても忙しいものだっ
た。私はその中で「日常」を保とうとしていたと思

う。利用者さんが朝ご飯を食べて、用事を済ませ、
カフェに来る。そしてお昼ご飯に仮設住宅に戻る。
仮設住宅にお住まいであっても、カフェを毎日の日
課に入れていただいている。そんな「日常性」にほっ
とさせられた。ある年配の女性の利用者さんのお話
が心に残っている。その方は小学校を卒業し、地元
を離れて他県の会社に就職した。そこでは寮に入
り、同じ部屋になった人と大親友になった。その人
との出会いで、そこでの生活はとても楽しかった。
この思い出を次の日も繰り返し話された。この楽し
い大切な人との出会いの背後には、12才で親元を
離れなければいけなかった、大きな悲しみ、喪失体
験がある。しかし飲み込まれそうな喪失体験と同時
に、大切な出会いがあったことを、この方は必死に
心に収めようとしていらっしゃったのだと思う。そ
してこの震災での辛い経験と同時に、かけがえのな
い出会いを信じ、乗り越えようとしていらっしゃっ
たのであろう。～人はどんな苦悩に曝されても、大
切な人がその人の心の中に住み、対話ができれば生
きていける～V.Eフランクルの「夜と霧」の中にこ
のような一節があった。カフェが、利用される皆さ
んにとって、少しでも悲しみや苦しみを置いていか
れる場所になれたらと思う。そして大切な方々を思
い出し、少しでも温かな気持ちになるお手伝いの場
所であればと思う。
　この機会を提供して、大きなサポートをして下
さった自治医科大学の先生方、心理支援センター事
務局の奥村先生、事務局スタッフの皆さん、このプ
ロジェクトチームに参加された皆さん、16陣でご
一緒した金森さん、鈴木さん、カフェあづまーれで
お会いしたボランティアの皆さん、利用者の皆さん
に心から感謝したい。

青　塚　いずみ

自治医科大学同窓会プロジェクトチームに参加して
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【出発まで】
　3月11日午後2時46分、私は職場の保育園にいた。
緊急地震速報を受信し「また肩すかしでは？」と思っ
たとたん、激しい揺れが始まり、しばらく続いた。
東京23区は震度5強だった。幸い、園の子ども達や
園舎に被害はなかったものの、その後情報を得るた
めにテレビをつけると、津波が町や畑を呑み込んで
いく様子が映し出されており、とても現実とは思え
ない光景に大きな衝撃を受けた。
　大地震・津波・そして原発事故･･･放射線の対応
に追われ、慌ただしく日々を過ごす一方で、次第に
明らかになる被害の大きさに、ただ共に悲しむだけ
ではなく、今、何が必要とされているのか、そして
その中で私にできることは何か、を考え始めてい
た。
　そうしたなか、今回の自治医科大学医学部同窓会
のプロジェクトを知り、決して経験豊富とは言えな
い私が、実際に被災者の皆さんの役に立てるのか？
という不安を抱えつつも、心理第16陣として、8月
末に参加させていただくこととなった。
【登米・南三陸町へ】
　派遣地の登米・南三陸では、現地のニーズを受
け、プロジェクト終了後も心理支援センターが活動
延長することが正式に決定し、新たな方向へと動き
出していた。そのため心理第16陣では3人が派遣さ
れ、情報収集等の準備をしながら「カフェ・あづま
～れ」を通したコミュニティサポートを行った。
　6月末に歌津平成の森にカフェがリニューアル
オープンしてから約2ヶ月。この時期の利用者数
は、雨の日は50人程、それ以外は100～120人程で
あったが、毎日午前・午後と顔を出される方や、初
めての人を誘って来て下さる方等、住民の方々の交
流の場としてしっかり定着していた。夏休み中でも
あり年配の方以外に、小学生がグループで来たり、
父子が将棋を指しに来たり、乳幼児を連れたお母さ
んが来たり等、幅広い年代の方が来て下さった。
　「カフェ・あづま～れ」の手引きには「利用者の
持っている（健康な）力を引き出すような関わりを

心がける」という一文があるが、私がボランティア
をしている東京臨床心理士会「こども相談室」の活
動でも「相手（相談者）の強さや力＝健康性を支える」
というのは大切な基本姿勢の一つとなっている。つ
まり、相手が今できていること、を見つけ、支える
のである。
　実際には、利用者の方から「どこから来たの～？」

「ありがとうね」と声をかけて下さり、それをきっ
かけに、震災当日のことや避難生活での困難な体験
が自然に語られることが多かった。これは、これま
での活動でカフェが「安心して過ごせる場」である
よう大切に守られてきたからなのだと感じた。私は
力を引き出す関わりを心がけながら、相手の方が少
しでも心に余裕がもてたり、ホッとできるように、
耳を傾け、思いを受け止めた。
　また、家族や知人を失い、家や職場を流された、
つらい体験をされている方々が、カフェに集まり、
おしゃべりをし、笑い合う。ゆったりとした時間の
流れる中、安心できる場で、こうした日常を少しず
つ回復することも、健康な力を支え、引き出すこと
につながることを実感した。「ここに来るとホッと
する」という皆さんの言葉と笑顔に、いつの間にか
私自身が励まされた一週間だった。
【活動を終えて】
　今回の活動では、被災者の皆さんを中心に様々な
立場の方がつながり、協働することで大きな力にな
るということを学ばせて頂いた。プロジェクトに参
加できたことを嬉しく思う。この機会を与えて下
さった関係者の皆様、また、後方支援も含め、襷を
つないでこられた参加者の皆様方に感謝の気持ちで
一杯である。このつながりを大切に、地域全体が元
気になるまで、これからも様々な形で支援を続けて
いきたいと思う。

鈴　木　亜　弓

力を引き出す関わり
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　報告書を書くために、パソコンの画面に向かい、
時には原稿用紙を前に、何度も書きかけては書き直
すことを繰り返し、結局、文章として形にはならず
時間だけが過ぎた。ある日、ふと「自治医科大学医
学部同窓会　東日本大震災支援プロジェクト」は終
わってしまったけれど、私の中でまだプロジェクト
は継続中であり、整理したりまとめたり、けじめを
つける段階には全然至っていないことに気づいた。
現に、第26陣として10月下旬に登米・南三陸への2
度目の派遣が決まっている。
　4月7日、友人の1通のメールが、このプロジェク
トと私を結び付けるきっかけとなった。メールに
は、東日本大震災心理支援センター主催の研修会が
あること、申し込み締め切り当日であることが書か
れていた。すぐに申し込み、研修会に参加したが、
その時点では何かしたい気持ちはあっても仕事の都
合で、実際に被災地に行くことは難しかった。
　季節は夏。夏休み中、9日間の日程を取れる目処
が立ったのは7月中旬で、それから参加申し込み。
4月に研修会に参加してから、『時間が取れたら被
災地へ』『このプロジェクトにいずれ参加できたら』
という思いが私の心の奥底でずっと燻っていたらし
い。
　8月19日、第16陣の3人の心理士の一員として、
登米・南三陸に入った。被災地・南三陸町を見た
時、『テレビと同じ』と思った。目の前に広がるの
は、無機質な瓦礫でしかないが、3月11日の震災前
まで、私達の日常と変わらない生活がそこでも営ま
れていて、たくさんの命が、生きてそこに居た。今
は静かで穏やかな海が恨めしく悲しかった。
　カフェ・あづま～れでの活動開始。常連さんの中
には私の両親と同じ年の方や、それより上の方もい
らした。仮設住宅での生活を余儀なくされた、80
代、90代の方々に両親の姿が重なって、言葉にで
きない、何とも言い難い思いがして切なかった。
　カフェ・あづま～れを利用される方々とご一緒に
おしゃべりする中で、おなごの幸せについて思いを
込めてお話して下さり諭されてしまうこともあっ

た。最終日、お昼にラーメン屋で偶然お会いした方
は、他の方々が早めに引き上げる中、最後まで残っ
て、カフェ・あづま～れの閉店を見届けて下さっ
た。
　また、東北福祉大学の学生さん、一般のボラン
ティアの方々、みなさんに支えて頂いて、支障なく
活動することができた。
　カフェ・あづま～れには、外からの訪問者も多
く、様々な目的で、できることをしたい、お役に立
ちたいオーラを放ちながら来訪された。善意である
ことは理解できても、押しつけとも言えるものも
あった。自分の思いだけが先に立つと、自己満足が
空回りしているような状態になり、「大きな親切、
余計なお世話」的なこともたくさんあった。何もし
ないで寄り添う、ただそこに一緒に居ることの大切
さと難しさを知った。それは、臨床の基本であり、
相手を大事にするとはどういうことかを、日々問い
かけられた。
　このプロジェクトに参加して、少しだけ自分に自
信が持てたように思う。自分自身を問われることも
多かった。自分のことは自分でできないと、周囲に
迷惑と負担を掛けてしまう。正に自己責任の世界。
　そういう中で、自治医科大学同窓会の先生方と宿
舎でご一緒できたことや、寝食を共にして一緒に活
動する仲間がいたことは安心感や支えになったと思
う。西澤先生もお忙しい中、お時間を割いて下さっ
た。現地で困った時は、小俣先生、猪又さんにご連
絡し、お世話になった。石川先生は宇都宮で解散ま
できちんとお付き合い下さった。
　自治医科大学医学部同窓会の先生方、東日本大震
災心理支援センターの先生方、後方支援の先生方、
このプロジェクトに参加されたすべての方々の思
いをつなぎ、みなさんに支えられての9日間であっ
た。

金　森　直　子

「カフェ・あづま～れ」が教えてくれたもの



― 181 ―

　医師チーム24陣の皆様とともに、心理の17陣と
して、南三陸町で活動させていただいた。今回の派
遣で、現地での心理士としての活動体験はもとよ
り、地元栃木県からの参加者として、自治医科大学
同窓医師の皆様方の素晴らしさを改めて実感した。
　派遣期間の8月末から9月初旬は、心理士は仮設
住宅に隣接したカフェの活動によるコミュニティ支
援が中心であった。「カフェあづま～れ」の空間に
さりげなく身をおき、表に出るのでなく、隠れるの
でもなく、来場してくださるお一人おひとりの存在
をありのままに認め受け入れることに努めた。面接
室のような閉ざされた一対一の空間でなく、開かれ
た流動的な場で「心を込め」振る舞うとき、心理療
法の知識やスキルといった道具は役立たず、心理士
であると同時に人間としての「自分」の在り様に立
ち返る。道具を介さずに素の自分が他者のこころと
共にあろうとするとき、何を大切に、どう振る舞う
のか、普段は忙しい業務をこなす中で意識せずにご
まかされていた、心理士としてとても大切なこと
を、改めて見つめ直す機会となった。
　一時もとどまることのないその場の流れの中で、
現地で生活する方々が自ら選んで来場されたその時
に、ほんのわずかでもホッとできる時間と空間を
持っていただけたであろうか。今後、お一人おひと
りが持つ力を発揮し、地元がコミュニティとしての
力を取り戻していくためのお手伝いが、ほんの少し
でもできたであろうか。
　週の半ばを過ぎるころから、何人かの方から「帰
らずここにいれば」と言われたり、台風接近でカ
フェが閉鎖された最終日には、挨拶に訪れた仮設診
療所で偶然お会いしたカフェ利用者から「のごって
ぐか（残っていくか）」と声をかけていただいたと
きは、ありがたくも複雑な思いが込み上げた。
　南三陸町歌津地区の皆様とのかかわりを通して、
自分に何ができ、何ができなかったのか、まだよく
わからない。だだ、今回の活動を通し、自分自身が
得たたくさんのことは、はっきりと自覚できる。
　①被災された方々の存在が、何万というような数

字としてではなく、お一人お一人大切な存在とし
て、顔の見える現実の生活者として感じられるこ
と。
　②現地の方々への思いが、「被災者」「いたたまれ
ない」「申し訳ない」というような消極的な反応か
ら、「感謝」「親しみ」「日本再生への同志」という
ような前向きな気持ちに変化したこと。
　③未曾有の大災害に対し現在の自分の力不足や無
力感を嘆くより、非力だからこそ、長期的な視野を
もって、心理士として更に成長していこうと決意を
新たにしたこと。
　④さまざまな職場で働き、日頃は個人で仕事をす
ることが多い各地の心理士の方々と、このプロジェ
クトを通して知り合い、語り合い、つながることが
できたこと。
　⑤自治医科大学同窓の医師の方々の個性豊かで柔
軟性や包容力に富んだ総合力のすばらしさに直接触
れることができ、地元に自治医科大学があること
が、とても誇りに思えるようになったこと。
　たった8日間で、これほどすばらしい出会いと心
理士としての貴重な体験を与えてくれた今回のプロ
ジェクト及び関係各位に、そして現地のたくさんの
方々に、心から感謝する次第である。
　現地では、心理的な問題が長期的に起こり続いて
いくことは避けられないであろう。今回の貴重な経
験を活かし、今後は、特に、自分の専門分野である
子ども達とその成長を支える大人たちの心理支援に
ついて、自分にできることを誠実に考え、心を込め
て行動し続けていきたい。	

土　沢　　　薫

感謝、そして今後へ
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　自治医科大学派遣第24陣（臨床心理士派遣第17
陣）における心理士の活動について報告する。
１．概要
平成23年8月26日～9月3日
構成員：自治医科大学OB医師2名，心理士３名
派遣地：登米・南三陸地区
２．活動内容
前陣に引き続き，以下の活動を行った。
・南三陸町歌津地区平成の森仮設住宅内「カフェあ
づまーれ」での仮設住宅住民の心のケア活動
・関係諸機関との情報交換および今後の活動調整
　平成の森には，200戸が軒を連ねる南三陸町最大
規模の仮設住宅がある。住民がほっとできる憩いの
場として，住民同士が集える居場所として開設され
たカフェで，訪れた住民の心理的サポートを行うこ
とが期待されている。
３．カフェ活動の詳細
　カフェは平日の利用者が連日のべ100名を超え，
仮設住民の生活の場として定着していることがうか
がわれた。ちょうど夏休みが終了した時期で子ども
の利用者は少なく，仮設在住の年配の方々や乳幼児
を連れたお母さんたちが主たる来店者であった。開
店直後と午後に複数回来店する常連の方もおられ，
カフェは他の住民との情報交換やおしゃべりの場と
して賑わっていた。その一方で，1人で立ち寄られ
る男性や，心理スタッフと被災した時のことや震災
後の生活の大変さなどを話しこむ方もおられた。週
末はカフェ前の広場で開かれた支援団体主催のイベ
ントのために来られた方がカフェに立ち寄られるこ
とも多かったが，カフェ前の仮設に住む多くの常連
の利用者の間では，単なるカフェではなく心理士に
話を聞いてもらえる場として認識されていた。多く
の方から仮設生活の不便さややり場のない悲しみ，
将来の生活の不安などが語られ，住民が今なお多く
の課題に直面していることがうかがわれた。
　カフェで出される飲み物やお菓子は無償である。
しかし，少しでも有償にした方が良いのではとのご
意見を下さる方，手作りのお漬物やお花を差し入れ

て下さる住民もおられた。震災後5カ月を過ぎ，た
だのサービスの受け手ではなく，この場のために自
分たちも何か役立ちたいという思いが感じられた。
４．関わる方々との連携
　カフェでは，設営や運営を助けて下さる住民の方
やボランティアの方々がおられ，実務面で非常に助
けられた。またカフェの趣旨に賛同し，物品提供の
支援を申し出て下さった方々もおられた。
　南三陸町職員の方，保健師の方々，ボランティア
センターや社会福祉協議会の方々には，多くのミー
ティングの機会を作っていただき，カフェへの期待
の言葉をかけていただいた。また公立志津川病院の
西澤医師からは，被災地での心理士の活動に対して
多大なるご示唆と熱いご助言をいただき，地域で必
要とされる支援の在り方について考えることができ
た。同陣の医師のお二人はお忙しい中時間を割いて
カフェを訪れて下さり，派遣期間を通じて多くの励
ましやほっとできる時間を下さった。このほかに
も，後方支援に携わって下さった方々を始め，活動
が様々な方の力で支えられ，刻一刻と変わる被災地
の今を反映しながら発展してゆくエネルギーを感じ
た。
５．おわりに
　派遣に赴く前，自分にはたして何ができるのかと
いう不安があった。しかし現地で，被災地の方々の
優しさとねぎらいの言葉に迎えられた時，先陣の
方々の活動がその地に根付き，機能していることを
強く感じるとともに，心理士としてできること，す
べきことの可能性を見る思いがした。短い期間で
あったが，チームとして１つの活動を繋いでいくこ
と，継続していくことの力を強く感じることができ
た。本派遣の機会をいただいたことに御礼を申し上
げるとともに，改めて被災地の1日も早い復興を願
う。	

井　上　敦　子

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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Ⅰ　はじめに
　東日本大震災のあった3月11日から半年近く経っ
た2011年9月2日から9月9日の１週間、第25陣とし
て自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロ
ジェクトに参加した。
　本陣では、個別相談や院内ボランティアといった
前陣までと同じ活動に加えて、活動前半に実施され
る院内職場研修会の内容を発展させるかたちで、各
心理士にカンファレンスや研修会実施の機会が提案
され実施する運びとなった。本稿では筆者の担当し
た師長研修を中心に報告する。

Ⅱ　活動概要
１．院内職場研修会
（1）	日時：2011年9月5日（月）、17時～17時30分。
心理士2名による。各15分ずつ。
（2）	対象：院内スタッフ等約30名
（3）	演題：「コミュニティ･集団の力を活かすファ
シリテーション」
（4）	概要
　その土地や構成員の習慣や風土を尊重し、その機
能を充分に高めることを目的とするコミュニティア
プローチ、グループアプローチの紹介と、筆者の実
践するフィールドの概要を紹介した。

2.	師長研修
（1）	日時：2011年9月8日（木）15時～16時
（2）	対象：院内師長８名
（3）	演題：「管理職看護師によるバーンアウト予防
のためのファシリテーション」
（4）	構成
　バーンアウト防止のための管理職のファシリテー
ションとして、チーム同士のフォロー･言葉かけに
ついて説明した後、師長同士がお互いの良さを確認
し言葉にする機会として、「言葉の花束」というワー
クを実施した。これは、4人ずつの小グループ２つ
に分け、自分以外の３人の良いところについて小さ
な紙に記述し、それを本人に対して読みあげ、最後

に書いた紙を本人に渡すというワークである。対人
援助職を対象とするグループでしばしば用いられ、
チームワーク向上の他、他者理解や自己理解の促進
がねらいとされる。

Ⅲ　考察
　今回の師長研修では積極的に質問が飛び交い、
ワークも好奇心をもって取り組んでいただいた。参
加した師長の方々のおかげで和気藹々とした雰囲気
での研修となった。
　短期で関わる臨床心理士が集団や組織に対して専
門的なことをする際にもっとも慎重になることのひ
とつは、心理学の理論や技法がその集団や組織が築
き上げてきている風土や関係性に過剰に侵入し、
元々育まれている良さを損なわせてしまうことであ
る。異物をかみ砕かずに飲み込むと吐き出されるの
のと同じように、臨床心理学という学問も臨床心理
士の専門性も、学ぶ人利用する人が自分たちでかみ
砕き消化して初めて、その人の中に根付き効果をも
たらすところが大きい。
　今回、できるだけ気楽になにげなく取り組んでい
ただきたいという思いから、研修会ではややゲーム
性の高いワークを使用した。笑いながら楽しんで取
り組んでくださる様子から、師長同士の信頼関係の
高さや、良好な職場の雰囲気を伺い知ることができ
た。
　１週間という短期の活動でありながらこうした研
修が実施できたのは、ひとえに釜石病院の院長先
生、副院長先生、コーディネイターの看護師長をは
じめとする釜石病院の皆様の理解とご尽力によると
ころが大きい。提供できたことよりも得たもののほ
うが数倍多い日々であった。心より感謝申し上げ
る。

髙　橋　紀　子

バーンアウト予防を目的とした師長研修
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　38年間勤めた神奈川リハビリテーション病院を
あと20日で去るというその時に3.11が起きた。神奈
川県在住の私にとっても今までに体験したことのな
い大きな揺れの中、震源地は東北との一報が入っ
た。週末は、テレビの画面に釘付けになってしまっ
たが、繰り返し放映される光景を現実のものとして
受け止めることは難しかった。退職後、何らかの形
で東北支援を、という気持ちが強くなってきた頃
に、このプロジェクトの募集を知った。臨床心理士
という立場で、いったい何ができるのだろうか？と
いう不安は大きかったが、行ってみなければわから
ない、と一歩を踏み出すことに決めた。
　9月の釜石病院はすでに地震の爪痕は感じられな
いほどに整備されていたが、病院に入ったとたんに
ゴーッという地響きを体験し、これから1週間の活
動に気持ちが引き締まる思いがした。早速その晩、
医師、看護師、自治医科大学の先生との懇親会に参
加。看護師さんたちの体験の一端を聞かせていただ
いたが、明るくエネルギッシュに語るパワーに、緊
張をほぐされる時間ともなった。
　週末は、自治医科大学の先生方と、北は山田町、
南は唐丹までの海岸線を視察。釜石駅を過ぎたあた
りから突然目の中に飛び込んでくる光景にまさに言
葉がない。そんな中で、私のカメラは「桔梗と錆び
た植木鋏」「ボンネットの中の雑草」「山田駅前の黒
くこげた木立の先の緑の葉」「小白浜漁港の獅子の
面と瓜」「梅酒の瓶と観音像」「大仏様」などに向け
られた。灯りも信号も消えたその街並みに希望の光
や祈りを少しでも感じたかったのかもしれない。宿
舎に帰ってきてからそんな思いを、普段疎遠になっ
ている甥に「釜石便り」と称してメールした。する
と「じっとたたずむ自然こそが、人よりも強く、ま
た人にエネルギーを与える存在なのかもしれません
ね」と返信がきた。「人は自然の猛威にさらされ打
ちのめされても、自然からエネルギーをもらいなが
ら再び自然と共に生きていく力をもっている」、私
もそう思いながら床についた。
　週明けの朝から総合受付案内に携わった。病院ス

タッフが、相手の目を見ながら丁寧に応答されてい
る姿が感じられて、私も負けじと笑顔での案内を心
がけた。玄関前は久々に出会った方々が、互いに家
族の安否の話などをする場にもなっていた。院内研
修会の私のテーマは「リハビリテーション領域にお
ける心理臨床」、夕方の忙しい時間にも関わらず、
大勢の職員にお集まりいただいた。また後日、脳外
科病棟の「症例カンファレンス」に呼んでいただ
き、高次脳機能障害についてお話をさせていただい
た。派遣される心理士の持ち味を活かすべく配慮し
ていただき感謝している。「個人心理面接」は心理
面接室を準備していただき、ゆっくりと面接ができ
た。人前では気丈に振舞い、一人になったときだけ
人知れず涙している方が、涙ながらに話をされる、
その重さを受け止めながら傾聴に努めた。最後には

「仮設でも頑張って梅干と梅酒を漬けたんですよ」
と笑顔で話されていた。何気ない日常のほとんどを
突然奪ってしまった大震災と津波、その中で“いつ
もと変わらないことを見出しつないでいくことの大
切さ”を教えられた。仮設住宅支援（小川サポート
センター）ではスタッフの方から、震災・津波の時
の体験をお聞きした。自らも被災されながらも笑顔
で、きめ細やかな支援を続けている姿を心強く思っ
た。
　今回のプロジェクトでは、病院の諸先生方、ス
タッフの方々、自治医科大学の諸先生方に、大変お
世話になった。支援とは名ばかりであったのではな
いかとの気持ちは拭えないが、今回こうした機会を
与えていただけたこと、様々なことを感じることが
できたことに、心から感謝している。
　出発前は遠いと思っていた“釜石”“大槌”“岩
手”が、とても身近に感じられるようになった。そ
う遠くないいつの日にか、是非再び訪れてみたい。

林　　　惠　子

「東日本大震災支援プロジェクトに参加して」
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　南三陸に派遣されたのは震災から半年が過ぎよう
としていた頃であった。気張って向かったカフェの
中で私が見たのは、被災した方々の穏やかな顔で、
和気あいあいとたわいもない話で楽しそうに盛り上
がっている様子であった。	肩透かしに合ったよう
な感はわずかにあったが、地元の方々がただ不運に
打ちのめされているだけでなく、日常を生き始めて
いるのを感じ、その強さを頼もしく、嬉しく感じた
ものである。
　そんなのどかな場では、震災自体を「夢のよう
だ」と話す方もいて、その思いに共感し、こちら側
の期待とも相まって、震災による心的外傷は随分和
らいでいるようにも見えることもあった。しかし、
当然それは容易なことではなく、ごく日常的な話題
の一部が引き金になって（例えば天気の話、手押
し車など）、急に震災当時の気持ちに引きこまれた
り、失った大事なものや懐かしい以前の生活の話を
して、涙を見せる方も少なくはなかった。少しの安
定、日常の気楽さを得ながらも、やはりそれは薄い
膜でもあり、その下には依然として震災での深刻な
体験や痛みが横たわり、時折顔をのぞかせていた。
カフェという開かれた、枠の緩い形態はそれに適合
していたようで、利用する方々もそれを感覚的に上
手に利用してくれたようであった。心理士に深刻な
震災体験をお話しされていた方が一段落すると他の
仲間達との話にタイミングよく吸収されていった
り、逆に談笑し合っていたグループの中から急に心
理士の方に向かれて個人的な体験・思いを話し始め
ることもあった。カフェは日常を送るのに有用な他
者との絆を強めたり、楽しさや息抜きといった活気
を得る場でもあり、時折やってくる沈み、痛みに必
要に応じて向き合う場にも成りえていたようであ
る。
　和やかなカフェの中でも、被災者の方々の間に不
協和音が垣間見えることがあった。特に支援物資を
めぐる行動の違い（未だに無料の支援物資に殺到
し、不必要なものまで得ようとする人、逆にあえて
参加しない人）によって、被災者の方が同じ被災者

の方を批判する姿も見受けられた。全てを失った
方々が物質的なものに（精神的に）すがろうとし続
けるのも、逆にそのような姿勢をよしとしない方が
いるのも、どちらも了解可能ではあったが、同じ被
災者であるからこそ認め難いようでもあった。今
後、このような個人の精神的回復や行動の差はさら
に広がるであろうし、前向きな思考や行動ができな
い方々が取り残され、疎んじられないか案じられ
る。また、仮設生活では震災での心的重圧に仮設特
有のストレスが重なり（住居の不便さ・不快さ、過
密した人間関係など）、個々人のストレス耐性が大
分低められているようで、震災前からの引き続きの
問題（身体、病気、子育て、親子の葛藤など）をよ
り強く負担に感じて訴える方も少なくなかった。こ
れらに対してはカフェだけでなく、より踏み込んだ
個別心理支援や別の支援方法を検討する必要もある
かもしれない。
　最後に、本プロジェクトを迅速に企画し、実行に
移された自治医科大学同窓会の先生方の行動力とそ
のご尽力に感服し、参加する機会を頂けたことに深
謝の意を表する。震災支援に踏み込む勇気を頂き、
現在も別の形での支援を続けることになった。	

野　島　美　穂

南三陸派遣を振り返って
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　今回の自治医科大学と連携してのプロジェクトに
は、4月、尾身先生がいらしての臨床心理士への説
明会に参加して以来、関わっていた。本来なら現地
に行こうと思っていたのだが、1週間以上の日数を
取られるため、仕事の調整が難しかったので、せめ
てできることとして、臨床心理士の派遣シフト作り
など事務作業に関わろうと思い、東京で後方支援と
して関わっていた。
　5月に入り臨床心理士が派遣されてから、現地で
の動きは耳にしており、文字通り刻々と状況が変化
していることを常に感じていた。まだ登米も釜石
も、臨床心理士がどう動くか、手探りで活動してい
たが、その手探りの中にも、「やはり臨床心理士と
してできる関わりが求められている」という手応え
はあるように感じていた。そうして現地の報告を聞
いていくうちに、東京にいるだけではわからない現
地の大変さ、そして被災された方の強さを、直に感
じないと後悔するだろう、と思い、さらに、人が足
りない日程もあったので、仕事の調整をし、現地に
向かうこととなった。
　心理士19陣の登米・南三陸チームで現地に向か
い、カフェあづま～れにて活動を行った。	移動の
際、テレビでもよく見る南三陸町防災対策庁舎や、
公立志津川病院の前を毎日通ったが、志津川周辺
は、まだ当時のままで、瓦礫の山も、日々高くなっ
ているような状態であった。そこからカフェに向か
う途中、歌津周辺に、やはり津波の被害を受けた場
所を通り、おそらく家があったであろう場所には、
向けられた花が・・・・・・。海の間近に走ってい
た電車も、かつては美しい海を見ることができ、
きっと素晴らしい景色だったに違いないと思うが、
今となっては線路は流され、歌津駅のホームがかろ
うじて残っている程度であり、元の状態が想像でき
ないくらいの打撃を受けたことを目の当りにした。
　あづま～れでの活動は、先陣が築き上げてきたも
のを継続し、また、次陣心理20陣でこれまでの形
態での活動は終了となるので、それに向けてこれま
でのものを崩さず、引き継ぐことが役目と思ってい

た。
　利用される方は常連さんが多く、あづま～れの勝
手も分かっておられたので、自然と心理士に話をし
て下さることも多かった。そこで出てくる話は、津
波に遭った時のこと、兄弟がまだ発見されていない
こと、仮設が狭くて大変なこと、金銭的な問題な
ど、どれもすぐに解決できるものではなく、長期に
渡り抱えていかなければならない事柄ばかりであっ
た。しかし、話される方はあっけらかんと（表面的
に、であるとは思うが）している。「最近ようやく
眠れるようになった」「ようやく諦めがついてきた」
という言葉も聞かれた。
　東京にいると、震災から「もう半年」という気が
するが、現地では「まだ半年」。家も流され、家族
も失い、2年という期限のある仮設住宅に住む人た
ちが、一体どんな心境でいるのか。しかし、現地の
人たちは、そんな状況でも、カフェで仲間と話し
て、笑っている。毎週変わる私たち心理士にも、優
しく接してくれる。それに、カフェで会った元漁師
の常連さんの獲った魚を日々食べていたのかも知れ
ない、と思うと、決して南三陸は東京から遠いもの
ではなく、途端に近いものに感じられ、「遠くから
来てくれてありがとう」と言われても、お互いさま
のことであり、魚を獲って食べさせてくれていたこ
とへの当然の恩返しのような気もするのであった。
　日常というものがいかに大切で、平和なものか、
東京に戻ってきてから噛みしめている。そして、東
京の人間には何もできないと思っていたけれど、ほ
んの少しだとしても、できることはあるんじゃない
か、と改めて感じるようにもなった。少しずつ、自
分自身は日常に戻ってきてはいるものの、心は南三
陸へ。これからも、気にかけ続けるに違いない。	

井　原　晴　佳

自治医科大学派遣プロジェクトに参加して
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■派遣期間：2011年9月9日～17日
■派遣先：釜石地区
■釜石地区メンバー（敬称略）：
（医師）花輪宏明、神田健史
（臨床心理士）稲森絵美子、大塚明子
■主な活動内容
1日目：移動、挨拶、引き継ぎ
2日目：視察（仮設住宅、小川サポートセンター等）
3日目：視察、資料整理
4日目：院内ボランティア、院内レクチャー
5日目：院内ボランティア、仮設住宅支援、

コンサルテーション
6日目：院内ボランティア、師長勉強会
7日目：院内ボランティア、事務課勉強会
8日目：院内ボランティア、患者面接、引き継ぎ
9日目：デブリーフィング
■参加の動機、目的
　千年に一度の災害と言われる未曾有の危機的な状
況の中、こころのケアの必要性が指摘されるもの
の、個人レベルではあまりにも非力で、何もできな
い現状にもどかしさを感じていた。そのような折に
本プロジェクトの募集があり、国民の一人として、
また、こころの専門家である臨床心理士の一人とし
て、微力ながらも復興に貢献したいと思い参加を希
望した。
■（釜石病院）院内ボランティア活動を通して
　車椅子の介助や、受付や会計で患者とやりとりを
交わす中で、震災後から不眠や高血圧が続いている
ことや、津波から逃げる際に、膝を痛めてしまった
というエピソードが語られるなど、身体的な症状の
背景に外傷的な体験や記憶が関連しているケースは
少なくない。また、親戚を頼って県外に転出してい
たが、仮設に入ることが決まって数カ月ぶりに帰郷
したという人や、一時間以上も離れた仮設住宅から
バスやタクシーで、または家族に付き添われて来院
する高齢者も多く、地縁・血縁、人との繋がり、家
族力が心身の回復やQOLにとても大きく影響して
いることが推察された。

■院内レクチャー
　職員の方々を対象に「心療内科における臨床心理
士の仕事について」というタイトルでレクチャーを
実施した。具体的には、一般／救急外来を受診する
可能性が高い精神疾患の一つである広場恐怖を伴う
パニック障害の患者に認知行動療法で介入を行った
事例を提示し、その治療過程で実施した心理教育、
リラクゼーションやエクスポージャーの内容につい
て紹介を行った。
■勉強会：体操教室（リラクゼーション）
　ストレスケアおよび、適切なコーピングの獲得を
目的として、看護師長、および事務課の方々を対象
に漸進的筋弛緩法と呼吸法を組み合わせた「5分間
でできるリラックス体操」を実施した。
■最後に
　今回、個人レベルでは到底体験することができな
い、大変貴重な経験をさせて頂くと同時に、現地の
被災者の方々をはじめ、素晴らしい方々との出会い
から多くを学ばせて頂いた。今回の活動を通してご
縁のあった全ての皆様に心から感謝を申し上げた
い。この活動を通して学んだ数々の体験を糧とし、
今後も復興に貢献できる活動を継続していきたい。

事務課職員の方々を対象に実施した体操教室。写真
は漸進的筋弛緩法を用いて、筋肉の緊張を緩めるた
めのエクササイズを行っているところ。

大　塚　明　子

東日本大震災支援に関する活動報告
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　神戸で大震災が起きたとき、災害心理学の教授に
物見遊山でいいから現場を見てこいと言われた。し
かし、当時の私は現場に足を運ぶ勇気がなくそのま
まになった。このことは後悔・しこりとなって私の
中に残るのである。その後、新潟での豪雨、中越地
震の時、一般ボランティアとして被災地の様子をじ
かに見てきた。従ってこの度の大震災で現場に足を
運ぶことは、どういう形であれ私の中ではやるべき
ことであった。
　そして今回の自治医大のプロジェクトで、９月９
日から９日間、登米・南三陸に派遣となった。９日
間というある程度まとまった期間、臨床心理士とし
て被災地に入るのは初めての経験である。
　宿舎のある宮城県の登米から志津川を通過し歌津
に入る。志津川に近づくと、山際にある杉が塩害で
茶色く変化している、さらに行くと４－５階建のビ
ル全体の窓枠や柱などが飛び出しそこに漁網が絡ん
でいる、別のビルの屋上に乗用車が乗っている。牙
をむいた自然の凄まじさは本当にすごい。あの高さ
を保ちあれだけの破壊力を持った波が存在すると
は、驚きであった。大空襲の焼け野原のような街の
跡は、鉄筋が入ったコンクリートの建造物であれ
ば、自然の猛威をかわせる、自然を制御できたと
思った人間のおごりの象徴のように見えた。
　派遣先は、南三陸・歌津にある約６００人が居住
する規模の大きい仮設住宅のそばにある、カフェあ
づまーれであった。ここで喫茶店のウェートレスを
することになったのである。小高い所に設営された
テントのカフェは、風が気持ちよく吹き抜けそばの
仮設住宅に住まっている方々が穏やかに談笑してい
る様子は、のどかで穏やかそのものであった。
　「まあ、私たちのために仕事を休んで家族を置い
て、ありがたいねぇ」とねぎらわれると、返す言葉
に窮する。そして「そうだね、もし家を建て直すこ
とが出来たらうちに来なさい」と温かい言葉と笑顔
が返ってくるが、その「もし」の一言を発する時わ
ずかに表情が曇り、そのあとの言葉には陰りがあっ
た。また、知人の死が多いと肩を落とす男性もい

た。こういう重いものを抱えた利用者のあの笑顔は
どこから来るのだろうか。
　笑顔で語られる地震・黒い山のような津波の話は
壮絶である。後ろにいた人が次に振り返ると流され
ていた、自分の家がぐるぐると波の中を回って壊れ
何もかもが流され写真１枚残らなった、別の家は波
で花火のようにぱーんと散って流されたのである。
船は向こうの岬に打ち上げられ、海に出ればかもめ
が群がる所には遺体があったのだ。また、漁・養殖
いづれも再開するのは簡単なことではないが、生活
するための判断を下す時期も差し迫っているのであ
る。どれもこれも地獄と言って差しさわりないと感
じた。
　おそらく、仮設の居住者の一割程度があづまーれ
の利用者ということになる。彼らは人と会話する気
力と体験を語る能力や適応力があり、地獄のような
体験を咀嚼する気力のある健康度の高い人と思われ
る。だが残る人達は自らが遭遇した体験をどう咀嚼
しているのだろうか。アルコール等の依存、気力を
失う人、自殺を考える要因は十分あると感じた。こ
ういうことを危惧してか、被災地の自治体が半年か
ら１年の任期で臨床心理士等の求人をしているのを
知った。震災直後にも中長期の求人があった。この
大震災の心理的支援をするならある程度の期間が必
要である。問題は、この任期を終えたとき我々に戻
る職があるかである。志高く被災地に赴き、結果失
業というのはやはり勘弁である。
　志と力量のある心理士が職を失う心配をせず安心
して、被災地で働けるような何等かの仕組みが必要
だと痛感した。それがどういうものか分からず申し
訳ないが、未完成でよいから何か方法を見つけこの
震災の支援に間に合ってほしいと思っている。

井　納　　　道

みんな流された
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　私が東日本大震災支援プロジェクトの一員として
南三陸町の仮設住宅にある「カフェ・あづまーれ」
に派遣されました。今回私が感じたこと。私が得る
ことができたことを書き綴りたいと思います。
　私は臨床心理士です。ですから人のお話をお聴き
することが専門です。しかしお話をお聴きすること
と同時に聴きすぎないよう配慮することも大切だと
思っています。この矛盾した命題についてどのよう
に解決もしくは折り合いをつけていくか。それこそ
が専門家として求められていることです。
　自らの興味や自らのペースでお話をお聴きするこ
とは相手に大きなダメージを与えることになりかね
ません。この場所に１週間しかいない私は継続的な
関わりはできないのです。相手の方のお悩みの質や
その背景も知りません。実際にどのようなダメージ
を被られているかも想像できないほどです。とにか
く私は侵襲的なかかわり方にだけはならないように
したいと思いました。
　もちろん私はできるだけたくさんのお話をお聴き
したいという切なる思いを持っています。できれば
震災のこともお聴きできたらと思う。しかし「聴き
たい」・「聴きたい」というような好奇心は必ずと
いって相手に伝わります。そして相手は土足で家に
入られたような気持ちになるはずです。私はお話を
お聴きしたいという気持ちを抑え、お話の内容の深
さも抑えるようにと心がけました。
　非言語的なメッセージはとても伝わりやすいもの
です。またそれをコントロールすることは難しいも
のです。相手の方にどのような距離から。どのよう
な姿勢で話しかけ。どのような声の大きさやトーン
がベターなのか試行錯誤しました。またカフェから
離れている時こそ慎重に行動しました。自分のなに
げない態度や姿勢が周囲にどのように映るのか特に
気にしていました。
　「カフェ・あづまーれ」の利用者の方からみると
臨床心理士はカウンセリングの専門家。だからそこ
に行ったら何かお話をしないといけない。できれ
ば被災のことで相談をしなくてはいけないのでな

いか。最初にはそんなイメージを持たれていらっ
しゃったかもしれません。しかし「カフェ・あづ
まーれ」では無理に話をする必要もなくあれこれ尋
ねられもしない。どこに座って誰と話をしてもい
い。いつ帰ってもいい。今度の臨床心理士はどんな
人なのかしばらく観察してみてから話かけてもい
い。つまり話をすることについて自らにイニシアチ
ブがありコントロール感があると思えたのではない
かと思います。そのことは安心感につながったよう
に思います。
　震災のことを話すこと自体に大きな苦痛が伴いま
す。どのように話をしてみても相手には理解しても
らえるはずがない。そして話すことでさらに傷つき
たくない。そういった気持ちになって当然だと思い
ます。それでも皆さん同士集まーれば自然と震災の
話題になっていたことが多かったと言えます。い
や、せざるを得ない心もちであったと推測します。
　私はここに来させてもらっても何もできませんで
した。こんな私に利用者の方から「また来て下さい」
というお言葉をいただきました。本当にありがとう
ございます。
　一緒に派遣された臨床心理士の先生からは活動に
ついて指導していただきました。また日頃の臨床活
動について話もしていただきました。おかげで実り
の多い活動となりました。お礼申し上げます。
　また職場の方は今回の派遣に理解していただき。
一週間も職場を空けて大変ご迷惑をかけるのにかか
わらず快く送り出していただきました。本当は自分
たちも被災地に駆けつけたい。そんな気持ちが私に
伝わってきたことも書き添えさせていただきます。		

塚　原　健　司

東日本大震災支援プロジェクトに参加して
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　2011年（平成23年）9月16日～24日にかけて、自
治医科大学医学部同窓会東日本大震災心理支援プロ
ジェクトのもと、心理チーム第20陣メンバーとし
て、宮城県・南三陸町での心理支援ボランティア活
動に従事した。被災者がほっと心を癒し、コミュニ
ティの活性化を図るためのカフェ「あづまーれ」で
の活動を中心に、様々な、貴重な経験をさせていた
だいた。活動を通じて、被災地支援に関して、多く
の気づきを得た。本稿では、その中でも大きかった
二つの気づきを、「被災地支援における重要な気づ
き」として報告したい。

１．「現場感覚」を、最優先する。
　あづまーれを支える地元の方々のもとに挨拶に訪
れた際、南三陸町社会福祉協議会の職員は、「あづ
まーれは地元の人たちから大変、好評」と語り、診
療所の先生は、「あづまーれの活動は、評価が高い」
と話してくれた。また、あづまーれに来られる被災
者の皆さんの優しい笑顔や、温かい言葉、あづまー
れを通じて、コミュニティの繋がりを大事にされて
いる姿からも、あづまーれの活動が地域に自然に受
け入れられていることが、ひしひしと伝わってき
た。
　外部の人間が被災地支援に関わる際、一番大事な
のは、この「現場感覚」であることを、痛切に感じ
た。専門家集団は、ともすると、この点を軽視し
て、現場ニーズよりも、自分たちの専門技術を優先
して、「こういう支援が効果的」と見立て、善意の
名のもとに、勝手な活動を行いかねない。そうなる
と、地元の人たちにとっては、はた迷惑な専門性を
押し付けられたことになる。この危険性について、
私たちは強く意識しなければならない。前述した地
元の方々の好意的な語りを目の当たりにして、これ
まで医療チーム、心理チームの先輩の皆さんが、地
元コミュニティと繋がって、築き上げてきた活動へ
の確かな成果を感じた。現在、あづまーれの活動
が、より、地元を主体とした力強い活動になってい
る流れは、「震災直後は、現場の混乱状況の中、人

材や物的支援の面で余裕がある外部が支援に入り、
現場と繋がって、そのニーズに寄り添いながら活動
を進め、必要に応じて専門性を活かす。やがて、現
場が落ち着いてきたら、より、現場主体の、その現
場に合った活動に移行していく」といった、望まし
い流れを辿っているように感じた。

２．被災者である、地元アクターの声を聴く。
　自らも被災者でありながら、地域行政や地域医療
に懸命に携わるスタッフたちの言葉の中に、今後の
支援活動のあり方を考える上での多くの示唆を得
た。彼らの言葉ほど、被災者の心情に沿い、地元コ
ミュニティの未来像を見据えた言葉はない。被災地
支援に携わる者たちは、被災者である地元アクター
の言葉に触れられる環境に身を置き、彼らの言葉か
ら自分たちの支援方法を見直し、活動の方向性を考
える必要がある。以下、最後に、筆者が活動を通し
て出会い、気になった地元アクターの言葉たちを、
今後の支援課題として、提示したい。
●「専門家を前面に出した支援はよくない。あづ
まーれは、ふわっとした雰囲気を作ることに成功し
ている。今後もふわっとした雰囲気を作ってほし
い」（現場ニーズに応じた支援が大事と感じた。）
●「あづまーれに来られない人たちを、どうする
か」（大きな問題であると思う。あづまーれに来る
ことができないような、深刻化した問題を抱えた、
ひきこもった被災者への心理支援のあり方をどうす
るか。別途、考える必要があるように感じた。）
●「心理士は平成の森のような、『コミュニティが
崩れているような大きな集団』、『大きな仮設住宅の
集団』の支援に入ってくれると心強い」（全ての問
題への対応に限界がある中、心理士の特性を活かし
た支援のあり方を考える上で、参考になる。）

猪　熊　未奈子

被災地支援における気づき～南三陸での支援活動から
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　東日本大震災で、釜石市では1,000人を超える死亡者と行方不明者があったほか、家屋や事業所にも多くの被
害があり、この８か月余りの間、多くの方々の力添えを得て、自らも被災した職員も一緒になって市民生活、
産業活動などの復旧復興に努めてきた。
　特にも、保健、医療の分野を取り上げれば、釜石医師会、釜石歯科医師会、釜石薬剤師会のほか、釜石保健
所など関係機関が市の災害対策本部と一緒になって被災者や市民の命を守る対応に取り組んできた。これを全
国各地から支援してくれた医療チームの、日本赤十字、各地からのＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、各県医師会、医科大
学、自治体病院、自衛隊、自治医科大学など多くの医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、事務調整などの
方々の派遣をいただいた。そして、救護所を設置しての診療、避難所での診療をしていただいた。また、理学
療法士や作業療法士の団体からも派遣を受け、避難所での機能低下にならないような指導もしていただいた。
　保健活動では、市内８か所に設置している生活応援センターの保健師や看護師に加えて厚生労働省派遣の県
内外の保健師チーム、各県や自治体からの派遣保健師、日本看護協会災害派遣看護師などの支援を得て、医療
チームとの連携のもと、避難所のほか、在宅にいる市民の健康管理に努めてきた。
　また、心のケアの活動でも、各県等からの心のケアチーム、県内病院などから精神科医師や臨床心理士など
の派遣をいただき、市民の精神面でのケアを支えていたただいた。この他、ユニセフ、ジョイセフなどから健
康管理などに関する物心両面の支援をいただいた。
　ここに書ききれないほどの支援をもらい本当に感謝している。そして、ここでは特に自治医科大学医学部同
窓会東日本大震災支援プロジェクトチームの活動に感謝を述べたい。
　本市の基幹病院である岩手県立釜石病院は地震で入院病棟が被災し入院患者数が大幅に制限された中、自治
医科大学からの医師の応援も得て外来診療のほか、避難所などでの診療をしていただいたと聞いている。特
に、臨床心理士チームには、市職員の心のケアの個人面談と、５月10日から行ってもらった。まずは遺体搬
送や遺体安置所での業務に携わりストレスを抱えた職員、家族を失ったり自宅が流されたりした職員を優先的
に面接を行った。このメンタルヘルスのおかげで、職員の心の負担の軽減や前向きになれたなどの職員の声が
あったと聞いた。チームの派遣は９月で終了したが、岩手県臨床心理士会で仮設住宅入居者などへの心のケア
をして継続されている。必要なときに必要な支援をいただいたプロジェクトチームに感謝する。
　被災した市民は、避難所から仮設住宅などへ新たな環境へと移っている。この先、さらに復興住宅や住宅再
建などに対応していかなければならない。新たなコミュニティの構築や環境の変化など、まだまだ対応の先は
長い。まだまだ支援が必要である。息の長い取り組みを期待する。
　支援にきた臨床心理士の方々が、誘い合って仙人マラソン大会に参加したことを聞いて嬉しかった。
　釜石市は今、復興計画を策定中だ。支援に感謝し釜石の復興に向けて「撓まず屈せず」一歩一歩進んでいく
ことを誓う。

釜石市長　　　　　　　

　野　田　武　則 

釜石市の保健医療活動への支援に感謝！！ 

特 別 寄 稿
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　はじめに、この度の東日本大震災で犠牲となられた方々に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心
よりお見舞い申し上げます。
　また、「自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト」の先生方には、被災地の支援とともに本
市の地域医療を支えていただきましたことに改めて御礼申し上げる次第であります。
　「登米市」は、平成１７年４月に９町が合併して誕生いたしました。宮城県北部の内陸部に位置し、のどかな
田園風景の中を北上川、迫川が流れる自然豊かで歴史と文化が息づく市です。北西部にはラムサール条約登録
の「伊豆沼・内沼」があり冬期は白鳥やガン等の一大飛来地となっております。また、県内有数の穀倉地帯で
あり宮城産「ササニシキ、ひとめぼれ」の主産地ともなっております。
　本市の病院事業は、合併時に５病院２診療所を引き継ぎましたが、いずれも医師不足と赤字経営に苦しみ、
現在は３病院４診療所体制で、病床数は685床（一般592床）から406床（一般376床）に大幅に縮小再編してお
ります。また、この圏域は開業医も含め医師不足が深刻であり、平成20年度の人口10万人当たりの医師数は、
全国（224.5人）や宮城県（217.9人）平均の半分にも満たない101.4人という状況で、地域医療の確保のため医
師招聘が重要かつ喫緊の課題となっております。
　そのような中、昨年３月１１日に東日本大震災が発生いたしました。登米市は、今震災で壊滅的被害を受け
た沿岸部の気仙沼市、南三陸町、石巻市のいずれにも隣接しているという地勢上、震災直後から多くの被災者
を受け入れることとなりました。被災患者は発災から１週間で、外来1,746人、入院105人を数えましたが、そ
れぞれの病院、診療所では、職員が一同団結して医療人としての強い使命感を発揮して働いていただきました。
　その中で、最も沿岸部に近い診療所では、当時、医師が不在であったため患者の受け入れができず苦慮して
いたところ、貴プロジェクトの先生方が災害支援の拠点として活用しながら、併せて地域住民の外来診療にも
あたっていただきましたことは、誠に有り難く、地域医療にかける先生方の熱い思いにただただ感動しており
ます。
　新しい年を迎えましたが、今でも市内には仮設住宅を含め２千人程の被災者が移り住んでおり、被災地の復
興は未だに不透明な状況が続いております。市立病院の診療所化により空いた病棟を、昨年６月から南三陸町
の志津川病院として使っていただいておりますが、被災地の医療体制の復興には相当の期間を要するものと思
われ、今後は新たな医療提供体制の枠組みや連携のあり方を築いていくことが必要であると感じております。
　地方は過疎化と高齢化が進み地域医療の重要性が高まる反面、医師不足は極めて深刻な状況であり、この度
の震災がさらに状況を悪化させる恐れも感じております。そのような中、地域医療に目を向けていただいてお
ります先生方の姿勢は非常に頼もしく、心強く感じております。今後とも、様々な形でご支援、ご協力をいた
だければ誠に幸甚であります。

登米市長　　　　　　　

　布　施　孝　尚

熱い思いに感動
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　平成２３年３月１１日、経験したことのない強い地震とその後に発生した巨大津波により東日本の太平洋沿
岸を中心に甚大な被害を受け、多数の死者そして行方不明者を出した。まずもって、お亡くなりになられた
方々に深く哀悼の意を表するとともに、ご遺族と被災された方々に心からお見舞い申し上げる。
　登米市の東側に隣接している南三陸町も壊滅的被害を受けたが、医療面では外傷などで急性期医療を必要と
する被災者は少なかった。現在、登米市には登米市民病院、豊里病院、米谷病院の３病院と津山、登米、上
沼、よねやまの４診療所があるが、発災時に直ちに災害対策本部を立ち上げ、沿岸部に近い豊里、米谷の２病
院と登米診療所に可及的に外来での一次診療をお願いし、登米市民病院は中等症以上の入院を主に担当するよ
うに指示した。被災地には多くのDMATなどの医療支援があったが、震災当初、後方支援を担った登米市への
支援はなかった。しかし、31人の常勤医をはじめ職員は一同団結し医療人としての使命感を発揮してよく働い
てくれた。震災後一週間の外来災害患者数は1,746人、入院災害患者は105人であったが、外来、入院は災害患
者さんだけでなく、普段の患者さんもいるわけで常勤医の疲労が目立ってきたため、通信手段が回復した３月
１８日から東北大学病院に必要な科の応援を依頼したが、ガソリンの確保には苦労した。
　一方で、宮城県北内陸部に位置する宮城県立循環器・呼吸器病センター、栗原市立栗原中央病院、若柳病
院、大崎市民病院と連携し入院患者受け入れ体制を整えたが、南三陸町の患者さんの多くは退院後に帰る家が
ないため市の介護、福祉施設との連携がいかに重要かを痛感した。
　このような中で、自治医科大学医学部同窓会が東日本大震災支援プロジェクトを立ち上げて、３月２０日か
ら９月３０日まで全国各地からの実に多くの先生方を津山診療所、豊里病院、米谷病院での医療支援のために
派遣してくれた。登米市としては言葉に尽くせぬ感謝でいっぱいであると同時に、可能ならば何らかの医師派
遣システムを構築して、このままずっと医師不足の登米市での勤務継続をお願いしたいと思った。
　東北大学病院等からの応援医の多くは所属科の診療のみだったので、総合的に何でも診てくれた（診られる）
自治医科大学卒業生たちの働きを見て、非常に頼もしく思ったのは私だけではなかったであろう。さらに、東
北大学医学部を昭和４７年に卒業した私としては、この年に設立された自治医科大学医学部の教育方針により
培われたのであろう、卒業後も地域医療に貢献しようとする気概を持ち続けている同窓生が多くいることに心
からの拍手を贈りたい。
　災害時の医療では、災害患者さんを診療するだけでなく災害医療に携わる人達への支援が大事であることを
いち早く考え、後方支援にあたる病院、診療所に目を向けて医師を派遣してくれたこのプロジェクトを動かし
たのは他大学では見られない同窓生の強い絆があったからこそだと思う。対策本部の尾身先生はじめスタッフ
の皆様、参加いただいた諸先生方に敬意と感謝の気持ちでいっぱいである。
　今回のプロジェクトを通して新たに出来た自治医科大学同窓会と登米市、南三陸町の人々との絆を大切にし
て医療再生復興のために頑張りたいので今後ともよろしくご協力、ご支援の程お願い申し上げたい。

登米市医療局長兼登米市民病院長

　石　井　　　洋

絆
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　２０１１年３月１１日、午後２時４６分。そのとき、私は、議場において、３月定例議会の終了にあたって
の挨拶をしておりました。この２日前の３月９日に、三陸沖を震源とする地震が発生し、宮城県沿岸に津波注
意報が発令されたことから、これまでの町の防災への取組、そして、今後においても引き続き災害に強いまち
づくりを推進していきたいとの話しをしていた最中に、あの巨大地震が発生いたしました。
　地震発生からおよそ３０分後、２０メートルを超える大津波が私どもの町を一気に飲み込んでいきました。
津波が志津川市街地の南側にある防潮堤を乗り越えたときには、海岸線一帯に土煙が舞い上がりました。町役
場のすぐ東側にある八幡川では、津波と瓦礫がすごい勢いで上流に駆け上がり、その後、津波が家々を次々と
なぎ倒していきました。まさに悪夢としかいいようのない光景が我々の目の前に広がっていきました。
　今回の東日本大震災による大津波は、当町の１０００名近い方々の尊い命を奪い去るとともに、町内家屋の
６０パーセント超が全半壊、漁港をはじめとした産業基盤や道路、水道といったインフラ施設や医療機関（１
病院、６診療所）もすべて壊滅状態に陥るという、まさに甚大な被害をもたらしました。
　町で唯一の公立志津川病院をはじめとした町内のすべての診療所は、壊滅的な被害を受けました。一瞬にし
て地域医療体制が崩壊してしまったのです。この現実は、避難所において不自由な生活を送っておられた町民
の方々には、大きな不安としてのしかかっておりました。
　そういった中にあって、震災発生から、そう日を置かず当町に入り、医療支援にあたっていただいた自治医
科大学医学部同窓会をはじめとした全国の医療支援チームの皆さんの活動は、多くの町民の不安を払しょくす
るに余りあるものでした。医療支援チームの皆さんには、大変厳しい環境の中にありながら、被災した町民の
心に寄り添って、きめ細やかに対応していただきました。ほんとうに頭の下がる思いです。
　当町の医療が復旧できたのは、医療支援チームの皆さんに支えて頂いたおかげと思っております。
　４月１５日から町内にプレハブによる仮設診療所を開始、６月１日からは隣接の登米市の協力により米山町
に公立志津川病院を開設致しました。津波により町内に病院を開設する場所が無く、外来は町内の診療所で、
入院は35ｋｍ離れた隣市の病院でと、震災により2施設での運営となりました。
　従前より医師不足に頭を抱えておりました状況だったのが、震災により2施設の運営となり、医師不足が
益々深刻な状況となりました。
　自治医科大学医学部同窓会の皆さんには震災当初から当町の医療支援を頂くとともに、他の医療支援チーム
が撤退した後も診療所及び病院の医療支援にご協力を頂き本当に助かりました。このように、震災地域への医
療支援を長期間継続して行って頂くと、常勤医師の業務軽減が図られ医療復興を図っていく上で大助かりとな
ります。
　当町でも、病院を建設するまで５年程度要する見込みなので、現在の2施設で運営していくには経営的にも
医療スタッフ的にも大変ですが、地域住民が安全で安心して暮らしていくためには医療体制を整備し医療提供
に努めていくことが必要であると考えております。
　自治医科大学医学部同窓会の皆さんのご支援に衷心より感謝を申し上げますとともに、地域医療を支えるた
めにも、震災時の医療支援は長期的な支援をお願い申し上げます。
　

南三陸町長　　　　　　　

　佐　藤　　　仁

長期の医療支援に感謝
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はじめに
　東日本大震災による大津波で岩手県立釜石病院

（以下、当院）の所在する釜石地区でも多くの犠牲
者を出した。釜石医療圏にあった5病院、17診療所
のうち3病院、12診療所が被害を受け、釜石医療圏
の医療機能は半減した。当院も津波被害こそ受けな
かったが地震による建物被害を受け入院機能が大き
くダウンした状態で、災害拠点病院としての医療を
展開した。自治医大同窓会東日本大震災支援プロ
ジェクトからは3月20日から約6ヶ月間にわたり多
大なる支援をいただいた。
病院被害と入院患者避難
　発災直後に小生を本部長とする院内災害対策本部
を事務室に設置し、病院DMATに待機命令を出し
病院の建物被害を確認した。築33年の旧病棟に壁
や天井の崩壊を認めたことと耐震基準を満たしてい
ないことから、人工呼吸器装着等の重症者を除いた
入院患者に避難命令を出した。発令から約30分で
入院患者173人、職員250人を正面玄関前駐車場に
避難させることができた。その後、真冬並みの寒さ
に震える中、院外に避難した入院患者を新棟など安
全と思われる場所にマットレスで簡易病床を作って
収容した。
救急患者対応
　被災直後より停電となり自家発電に切り替わった
ものの通信手段が断たれさらにテレビも受信不能と
なり、陸の孤島状態になった。地震から約1時間後
に波にのまれた患者が救急室を訪れ、大津波が釜石
市街地を襲ったということを確信した。トリアージ
態勢を敷き大量の負傷者の来院に備えたが、当日は
拍子抜けするほど救急患者は少なく赤タッグ2人、
黄色タッグ7人、緑タッグ12人であった。翌朝から
は患者が増え始め3月12日110人、3月13日が201人
と最多であった。被災後10日間で約1000人の救急
患者を受け入れたが黄色タッグと赤タッグは全体の
約18％に過ぎず、このデータは他地域からの報告
と同様で緑タッグが多い傾向にあった。しかし、黒
タッグが1人のみと他地域より少なかったのは、数

年前より行っていた大津波想定の「釜石・大槌地域
災害医療訓練」時に「大災害時には明らかな黒タッ
グを病院に運ぶと救急医療機能がマヒするので可能
な限り救急搬入しないよう」繰り返しお願いしてい
たことが奏功したと思われた。
後方転院搬送
　病院入院機能が低下（入院病床縮減、手術不能
等）したため、入院継続を必要とする患者を内陸の
病院へ大量に転院搬送しなければならなくなった。
当初、県の災害医療対策本部と連絡を取りつつ転院
先、搬送手段の指示を受けて搬送を始めたが、通信
がうまく機能しないため、現場同士（病院間）の連
絡での搬送も開始した。被災時に入院していた患
者205人中122人を5日間で転院搬送することができ
た。その間にも救急患者が大量に搬入され重症者を
内陸へ搬送しなければならず、被災から38日間で
307人の患者を内陸へ後方転院搬送した。
自治医科大学同窓会からの支援
　自治医科大学同窓会が3月17日に災害医療支援プ
ロジェクトチーム（尾身茂本部長）を立ち上げ、
3月20日には派遣第1陣（神奈川県濱田俊之先生8
期、愛知県宮道亮輔先生25期）が地域医療振興協
会チャーターのヘリコプターで病院裏の新日鉄サッ
カー場（臨時ヘリポート）へ降り立った。これを出
迎えた様子は被災地支援に仲間がやってきてくれた
ということで地元新聞にも写真入りで取り上げられ
た（満面の笑みで迎えたと記事にはあったが、実は
感激で頬を伝うものがあった）。同窓会支援医師に
は主として釜石市西地区の避難所の巡回診療と当院
の救急室診療を担当していただいたが、当院常勤医
師の疲労がピークに達していた時期でもあり本当に
助かった。3月の第1陣から9月の第28陣の白石裕子
先生（島根県17期）まで約半年間にわたり北海道
から沖縄まで全国各地の卒業生が次々と当院を支援
に訪れた。被災直後の避難所・救護所中心の急性期
から仮設住宅・仮設診療所に移行していく亜急性
期・慢性期の医療状況に同窓会医師は不平不満も言
わずに病院の指揮下に入って対応してくれた（不平

岩手県　第１期　遠　藤　秀　彦
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あり、自分の専門科しか診ないという主張は通用し
ない。自治医科大卒業医師は学生時代から総合医的
マインドを培っており、今回の被災地での適応能
力・現場力は素晴らしく、卒業生と聞いただけで安
心して任せられた。今回はもともと医師不足であっ
た地域を大津波が襲い、ただでさえ医療過疎の所に
追い打ちをかけた格好になったが、窮地で頼もしく
逞しく活躍した自治医科大学卒業医師を見て、全国
に卒業生がいる限り地域医療は崩壊しないという思
いを強くした。
最後に
　今回の東日本大震災では全国各地からのご支援、
お見舞いをいただき心より感謝申し上げます。特に
自治医科大学、自治医科大学同窓会からの支援は他
の医療支援よりも長期間に亘り続けられ、現場とし
ては大助かりであった。関係の皆様に重ねてお礼を
申し上げ稿を閉じる。

不満・意見もあったでしょうが許して下さい・・）。
被災後2カ月目頃から我々にもやっと心身に余裕が
出始め、近所の割烹で自治医大のこと出身県のこと
部活動のことなどを肴に酒を酌み交わし友好を深め
ることができた（初期の先生方にはノミニケーショ
ンも出来ず大変失礼しました）。また、5月６日から
は臨床心理士の支援が加わり、当院の職員のみなら
ず市職員、介護施設職員などの心のケアに当たって
いただき好評を得た。
当院での卒業生の活躍
　3月11日被災時点で当院には常勤医師19人中、自
治医科大学卒業生が6人（常勤医5人、研修医1人）
勤務していたが、4月に初期臨床研修を修了した医
師が常勤医として赴任し7人に増えた。この他に学
長付け医師で自治医科大学さいたま医療センターか
ら派遣されている医師がおり4月現在で本学関係者
は8人勤務していたことになる。吉田徹副院長（7
期、救急診療科長）は救急全般の責任者として災害
対策本部の本部長席で小生の隣に常時陣取り入院患
者転院搬送の手配、縮小化した入院ベッドのコント
ロール、臨床心理士の統括、外部との連絡対応とま
さに小生の右腕となって働いてくれた。小原眞外科
長（15期）は避難所の巡回診療を統括し、巡回場所
の設定、福祉避難所の調整、巡回メンバーの調整を
した。石黒保直災害救急科長（23期）は当院DMAT
の隊長として、初動からトリアージ態勢の構築、県
DMAT本部や地元救急隊との連絡調整、ヘリ搬送
時の連絡調整、他県からの応援DMATへの対応、
救急室統括、応援医師の宿泊場所管理等DMATと
してのみならず多方面で大活躍してくれた。佐藤俊
郎総合診療科長（26期）は千厩病院と当院を往復し
ながら診療に当った。3月で1年目の研修を終えよ
うとしていた齋藤匠君（33期）はフットワーク軽
く救急室で多くの患者さんを診療し、大災害は臨床
研修医を成長させるということを実証してくれた。
中野巳三喜先生（31期）は4月1日に赴任し、消化
器科での研修を希望し、さいたま医療センターから
派遣されている山中健一消化器科長（弘前大卒）の
指導のもと、飛躍的な成長を遂げている。
まとめ
　以上の如く今回の当院の災害医療は当院医師の頑
張りのみならず、支援に入っていただいた多くの
方々のお蔭でどうにか乗り切れたことは間違いな
い。大災害時の医療は究極の総合診療、救急診療で
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　今回の震災は、いかに科学が進歩した世の中に
なっても人間の力で対抗する事ができない大自然の
力があることを、改めて見せつけられた大災害とな
りました。私は1984年に自治医科大学を卒業以来、
岩手県三陸沿岸の県立病院に２０年勤務しており、
今回の津波は私の勤務歴のある多くの病院が被災し
ました。
　今回、病院の二階まで津波に飲み込まれた県立大
槌病院は、当日私が当直に出かける予定であり、あ
と二時間後に大槌病院に移動中であれば命はなかっ
たかもしれません。
　幸い、釜石病院は津波の直接被害は受けなかった
ものの耐震構造不備から病棟が２６床に減少し、入
院患者さんの内陸への転院と釜石医療圏の医療体制
の制限を受ける事となりました。その混乱の急性期
から大きな力となってくれたのが自治医大同窓会の
応援でした。第一陣が病院裏の運動場に地域医療振
興協会のヘリコプターで降り立った時の感激は今で
も忘れません。3陣は当院へ日産からの貸与される
事となった車での派遣となりましたが4/7の大きな
余震のあとで高速道路も不通となり10時間以上を
かけての到着となりました。そのメンバーに私の同
級生の長野県出身の中村雅彦先生が入っており、前
陣で釜石入りしていた千葉県の鈴木孝徳先生と共に
固い握手で迎えた事も昨日の事のように思い出しま
す。自治医大同窓生の多くは全国に散らばる総合医
の集団であり、まさに今回のような被災を受けた地
域への応援は最適の集団といえました。救急外来の
対応はもとより避難所の巡回、患者さんの転院搬送
の同行等等、自治医大卒業生ならではの活躍をして
頂きました。
　半年間にわたり28陣にわたる同窓生が釜石病院
へ派遣されました。私の同期の７期生も、この半年
間に全国から５人も駆けつけてくれました。50歳を
過ぎた同級生に急性期病院の当直をお願いするのは
心苦しかったですが、なんとかこなしていただき、
有り難うございました。
　派遣は西日本出身の同窓が主体でしたが、初対面

の同窓生でも、出身県、卒業年次、所属クラブで必
ず自分の知り合いに結びついていき、瞬時にして円
滑な人間関係を構築できるのが自治医大同窓生の特
性です。５月からは臨床心理の先生方も同時に派遣
していただき、院内スタッフ、釜石市の職員、避難
所生活をしている方々、当院外来患者さんのメンタ
ルケアにあたっていただきました。PTSDの発症は
これからの長期的なケアが必要となりますが、急性
期、亜急性期の取り組みは臨床心理士の数の少ない
岩手県としては大きな福音となりました。
　今回の同窓会の応援をいただき、あらためて自治
医大の強い絆を確認すると共に、「医療の谷間に灯
をともす」という校訓を身にしみて感じた半年間で
した。そして自治医大卒業生は非常時にも迅速に一
丸となって総合医として活動できる集団である事を
全国に知らしめたと思います。月並みではあります
が、自治医大卒業生で本当によかったと心からかみ
しめる半年間となりました。支援に駆けつけてくれ
た同窓の皆さん、尾身先生、石川先生はじめ派遣の
マネージメントをしてくれた本部の皆様に深く感謝
いたします。
　そして最後に、今回の津波で尊い命を失われた
方々のご冥福をお祈りするとともに、ご家族を失わ
れた多くの方々の今後の幸せと被災を受けた地域の
今後の復興をお祈りして稿を終えたいと思います。

第3,4陣で支援にきてくれた同級生たちと共に（右端：
千葉の鈴木孝徳先生、右から三番目：長野の中村雅彦先生）

岩手県　第７期　吉　田　　　徹

東日本大震災を経験して
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　藤沢町は、岩手県立藤沢病院が医師不足と経営難
から廃止され、病院のない町として苦労と不便を経
験した。そこで町が病院をつくり、病院を中心に保
健と介護を統合して展開することが構想された。私
は町の要請を受け、平成4年に藤沢町に移り、翌年
藤沢町民病院を開設し、以来継続して病院の責任者
を務めている。一般病床５４の小さな病院を内科系
総合医中心に運営してきた。良い医療とは何か、医
療の質とは何か、継続可能な医療の方法論とはなに
かを考え続けた１９年間であった。貧しい町、医療
資源の乏しい地域で、しかし、良い医療でなければ
継続する意味がないと考えて模索した。その結果、
今の時代、目の前の地域で役に立つ医療は良い医療
であるという結論に達した。私たちの行いたい医療
を住民に理解してもらい、住民の希望を私たちが聴
き、自分たちの医療を変えていくことで、役に立つ
医療は実現できると考えるようになった。住民と医
療を語りあう地域ナイトスクールや研修医を住民と
ともに育てる意見交換会などを継続して行ってい
る。
　この３月１１日、強い地震に襲われた。病院は停
電し、電話も不通となった。医師は全員が病院に泊
まり込みで対応した。ガソリン不足のため患者の通
院も職員の通勤も困難となった。重油不足のため暖
房も制限され、暗い、寒い病院となった。電子カル
テもシステムがダウンし、紙カルテ運用を余儀なく
された。沿岸部で甚大な津波被害があったとラジオ
で知ったが、実情は把握できなかった。
　最初に行ったのは、在宅で人工呼吸中の患者を救
急車で病院に搬送することであった。次に在宅酸素
療法とくに酸素濃縮器を使用している患者で希望者
を院内に避難させた。電気、暖房、食事を提供し
た。一人暮らしや高齢者世帯を保健センターで訪問
し、不安の強い方を院内に、数日後には院外の避難
所に保護した。訪問看護ステーションが関わってい
る患者を見回り、病状が悪化している場合には入院
とした。外来は救急患者と定期薬がなくなった患者
を中心に診察を続けた。

　３月１５日通電し、ほぼ通常診療が可能となっ
た。インターネット環境も復旧して、テレビも映る
ようになった。自治医科大学の同窓であり、プライ
マリ・ケア系の有力なメーリングリストｐｃｂｍ管
理人である山梨県牧丘病院長の古屋聡先生から、こ
れから藤沢町民病院に向かいたいと連絡があった。
当院で不足しているものを積み込み、隠岐島前病院
長の白石吉彦先生と出発するとのことだった。当院
はすでに通常診療に近い状態に復旧していることを
伝えた。藤沢を拠点に津波被災地の支援をする方向
となった。
　３月１６日未明に古屋聡先生と白石吉彦先生が到
着されて、岩手県南、宮城県北沿岸の状況確認に出
かけられた。やはり南三陸町、気仙沼市の被害が大
きいとのことで、翌日１７日には藤沢町民病院内に
医療支援のための前線事務局を医局内に設営した。
白石先生が後方支援を担当して、ようやく形が整っ
た自治医大同窓会の支援活動とプライマリ・ケア連
合学会の支援活動の受け入れ準備を開始した。
　前線事務局としてインターネット環境提供、宿泊
と食事の提供を行うことにした。そのほか白板、地
図、プリンターを用意した。
　３月１8日にはプライマリ・ケア連合学会から順
天堂大学の内藤先生が到着した。自治医大同窓会は
白石先生が、連合学会は内藤先生がそれぞれコー
ディネーターとなり続々と到着する支援医師の受け
入れを行った。
　３月１９日には夕張希望の杜から森田洋之先生が
当院への支援と沿岸への支援を兼ねて到着された。
外来、当直とご支援をいただいた。また、自治医大
同窓会とプライマリ・ケア連合学会の事務室を使用
していない言語聴覚室に移して独立した。また、宿
泊場所として、旧院長官舎を提供することにした。
　その後、４月１４日には自治医大同窓会の事務室
が当院から宮城県登米市津山診療所に移転し、現在
は院長官舎とレジデント官舎をプライマリ・ケア連
合学会の支援チームに提供している。
　さらに9月末でプライマリ・ケア連合学会の支援

岩手県　第２期　佐　藤　元　美

東日本大震災の支援活動について
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毎日変わる避難所などの状況に応じて支援内容を変
更する柔軟性。治療だけでなく予防について保健師
や看護師と連携して、早めに手当てを検討する積極
性。被災地の病院や医師を支援して、休息を取って
いただく「プチ休暇構想」など被災病院、被災医師
への配慮などである。特に、総合医療やプライマ
リ・ケアを志向する医師にこれらの長所が顕著で
あった。
　今回の災害で図らずも歴史上最大規模の医師の地
域を超えた交流が行われている。この経験を生か
し、平時から医療過疎に悩む東北沿岸の医療を総合
医志向の医師で支えていく方法論を模索したい。

チームPCATの藤沢での拠点も撤収している。
　当院は津波被災地に近接しているため、避難され
てこられた方だけでなく気仙沼市から通院される患
者も増加している。被災地の施設からの入院依頼に
もできる限りこたえている。被災地の病院が救急患
者の対応に追われる状況で、普通の診療ができるこ
とは重要だと考えて、できる限り早期からの通常診
療に心掛けた。また、ガソリン不足で通院困難と
なっている患者が多いことから、患者送迎バスを通
常通り２路線で早期に運行した。

前線基地の役割
　当院は被災地、特に気仙沼市に３０ｋｍ程度と近
い。地震の被害はあったが、３月１５日には電気も
復旧した。水道は当初より自家発電で利用できた。
被災地に近いライフラインの復旧した病院となっ
た。
　ボランティアで医療支援に来られる医師にとって
基地の役割について考えてみたい。被災地の避難所
での医療展開と被災地の医療機関への支援が主な活
動であった。町民病院内の基地の役割は、情報交換
ができる、通信ができる、次のチームに申し送りが
できる、休息ができることであった。温かい食事、
入浴、快適な睡眠は翌日の活動の支えになると考え
た。また、病院職員に支援医師を紹介し、活動の内
容を報告していただくことで、自然に病院職員から
支援医師に対する尊敬が生まれる。
　被災地の近くで地理や医療事情に精通している職
員や住民と交流することも効果的な支援に役立つと
思った。

災害と総合医
　もっとも強調したいことは、早期に支援活動にお
いでいただけることは大変ありがたいという実感で
ある。自分たちが見捨てられていないという心強い
気持ちになれた。特に診療を手伝っていただかなく
てもそばにいて、「必要な時に声をかけてください」
と言っていただくだけでも安心につながる。余震が
続き、津波の危険も皆無ではない地域で、ボラン
ティアで医療活動を展開することは、尊敬に値する
行為だ。
　当院をベースに津波被災地に医療支援に出向く先
生方と交流して、素晴らしい点に気が付いた。病院
や地域に負荷をかけまいとする自立の準備と配慮。
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岩手県　第４期　伊　藤　達　朗

東日本大震災津波における地域病院の活動

はじめに
　2011年（平成23年）3月11日の東日本大震災津波
では当県の沿岸部を中心に未曾有の被害と多くの尊
い命を失った。当院は甚大な被害を受けた沿岸部よ
り25～60㎞と比較的近い内陸部にあり、発災直後
より被災地からの入院患者で溢れていた。そのため
に当初は同窓会東日本大震災プロジェクトで当院を
支援する提案もあったが、自治医科大学さいたま
医療センター（以下「本センター」）で当院を支援
することとなった。3月21日より本センターの支援
を受けながら3月31日までに136人、5月31日までに
159人の入院患者を被災地から受け入れた。今回、
発災後1か月間の後方支援病院としての活動につい
て報告する。
発災前の診療体制
　当院は平成20（2008）年度までは14診療科で医
療対象人口約5万2000人の地域病院（一般190、感
染４）であったが、度重なる常勤医師の退職によ
り発災当時の常勤医は6人（内本学卒業生3人）、稼
働病床数一般110床となっていた。平成22年度実績
は平均入院患者数102人/日、平均外来患者数238人/
日、救急患者数14.5人/日、救急車搬入1025人/年で
あった。
発災直後
　3月11日の発災時、常勤医師6人のほかに非常勤
医師3人（総合診療科1人、消化器科1人、外科1人）
が勤務し、18人の人工透析、そけいヘルニア手術、
大腸内視鏡をそれぞれ施行中であった。地震直後、
透析は即座に回収・中止し、内視鏡も中止、手術は
続行し短時間で終了した。また、地震の揺れの大き
さと継続時間から津波と地震による甚大な被害が起
こると判断し、即刻事務局に災害対策本部を設け、
職員を招集した。
発災後の体制
　災害対策本部を設置した後、職員を配置し、当院
の被害調査と診療機能の評価、情報収集の開始と情
報手段の確認、一般外来の中止と入院患者の退院促
進を行い、エントランスホールに救急処置室を正面

玄関前にトリアージポストを設置（3/14まで）した。
医師9人をトリアージ担当、救急担当、病棟担当に
役割分担し配置し、後方支援病院としての体制を整
えた。
発災後のライフライン
　地震直後停電（3/13　23：50通電）したが自家
発電装置が稼働、ボイラーは運転継続し、A重油11
日分、水道は断水（3/16給水）となったが受水槽
に上水3日分（給水継続）、液体酸素30日分、患者
用備蓄食糧3日分確保されていた。通信手段では固
定電話（災害時優先電話含む）、インターネット回
線が3月12日の夕方に不通（3/16　17：00復旧）と
なり、携帯電話およびメールは3/11の夕方に不通と
なったが防災無線電話だけは県の施設及び県立病院
間で唯一通話可能であった。テレビは3/12夕方まで
視聴不能であった。また、エレベーターおよびダム
ウェターはすべて停止（3/14　16：00復旧）した。
発災後の診療機能
　発災直後、オーダリングは使用不能（3/12一部の
端末非常電源供給にて復旧、3/14全面復旧）、臨床
検査は節水のため血液ガス分析装置のみ稼働（3/16
全面復旧）、放射線検査は一般撮影、CTは稼働した
がPACS使用不能（3/14全面復旧）であった。3月13
日には19床の人工透析は再開し、大船渡市や気仙
沼市の多数の透析患者を受け入れ、28.9人/日から
38.2人/日まで増加した。3月15日から一部の診療科
を除き通常の外来診療を再開し、4月4日より全科
の外来診療が可能となった。
医師診療体制
　発災直後は常勤医師と非常勤医師の9人、翌日よ
り県立大東病院医師3人が加わり、日を追うごとに
町立金ヶ崎診療所、県立磐井病院、県立釜石病院か
ら医師が派遣され、さらに岩手医科大学外科学講座
や自治医科大学（以下「本学」）卒業生の非常勤医
師が加わった。3月21日には本センターから災害医
療救護班として2人派遣され、最大で1日15人の医
師が診療にあたった。常に医師の半数は本学卒業生
で占めていた。



― 201 ―

院患者に対し傾聴と生活物資の配給を行った。一関
市はルートの変更や給水車により優先的継続的に上
水を供給した。これにより人工透析は3月13日に再
開出来た。また、大東病院や大船渡病院の患者転院
の際に大型の市バスを運行した。さらに、患者の退
院先が避難所や他県におよぶために、毎日市職員を
当院に派遣して当院職員と共に退院調整を行った。
本センター・本学の支援
　本センターは3月21日に災害医療救護班の第1陣
として当院に対し2人の医師を派遣、さらに第3陣
から大船渡市に医療チーム、当院に医師1人と二手
に分け派遣した。この派遣は6月30日まで続き、被
災地からの患者増加とマンパワーの低下した当院に
とっては非常に大きな力となった。現在も医療復興
支援のために医師1名を継続して派遣している。本
学は大船渡市に災害医療救護班として3月25日に第
1陣を派遣した。避難所を中心に巡回診療を行い、
6月30日まで活動し、同市の最後の救護班として地
元医療の復興に中心的な働きをした。
おわりに
　本センターが被災地の医療機関と同様に重要な後
方支援病院を重点的に継続して支援したことや、本
学が救護班として最後まで残り、地元診療機能の自
立に結び付けたこと、そして当院で常時6~8人の本
学卒業生が勤務し中心的な役割を果たしたことは、
総合医の育成と地域医療を長年実践してきたからこ
そできる本学ならではの活動である。そして、本学
卒業生、同窓会、本学・本センターの協働した救援
活動は、被災地の各地で『オール自治医大』の実力
を示した。
　最後に東日本大震災津波により被災された皆様に
心からお見舞い申し上げるとともに、当院に心温ま
る絶大な支援をしていただいた本センターそして本
学、同窓会、本学卒業生に深く感謝する。
　当院を支えた岩手県内の卒業生
谷藤正人（4期）、大谷寧子（5期）、坂下伸夫（副
院長8期）、椎名くに（非常勤8期）、桑田吉峰（非
常勤17期）、加藤喜信（非常勤22期）、藤井大和（外
科長25期）、佐藤俊郎（釜石26期）、菊地修平（大
東29期）。

患者受け入れ
　被災地からの入院患者は3月末までに計136人に
のぼり、病院からの転院は107人（79％）であった。
また、それ以外に停電のために当院かかりつけの
HOTや在宅人工呼吸器患者などの入院もあり、在
院患者数は一時160人を超えた。3月11日の発災直
後に17km離れた大東病院から、施設が使用不能と
なったために入院患者41人全員の転院要請があっ
た。要請直後に休床していた病棟、病床をすべて開
放して入院ベッドを確保し、16：30より患者の受
け入れを開始した。エレベーター停止のため患者搬
送はすべて人力であったが、混乱もなく、19時ま
でに終了した。3月17日には県立大船渡病院より29
人、気仙沼市本吉町の市立A病院より19人、3月22
日に気仙沼市内の私立B病院より16人の入院患者を
受け入れた。病院以外はほとんどが被災地の仮設診
療所や災害医療支援チームからの要請で入院となっ
た。地域別入院患者数ではでは気仙沼市が57（42％）
人と最も多く、高齢者を中心とした脳血管疾患、呼
吸器疾患、循環器疾患の患者や、HOT、人工透析
の患者が多数を占めた。なお、大船渡病院の場合は
救急患者が急増し、多くの被災した職員がそのまま
勤務していたので、同院の業務量軽減が是非必要と
考え、HOT、透析、肺炎、心不全、慢性疾患患者
などの入院患者を積極的に受け入れた。
後方支援病院として機能できた要因
　当院が後方支援病院として発災以前の診療機能以
上に役割を果たすことができた要因は以下の4項目
である。
1．総合医または総合診療能力のある専門医の存在
2．医師、スタッフのマンパワー
3．病床確保
4．地域住民と地元自治体の協力
　当院の常勤・非常勤医師に本学卒業生が多く、広
く総合診療をおこなえる体制であった。医師は大東
病院医師、非常勤医師や近隣の医療施設からの協
力、本センターの支援により、徐々に増加し、震災
後10日間は10人以上の医師が勤務した。また、ス
タッフは大東病院職員が当院に加わることにより確
保された。病床は休床ベッドの開放と入院患者の協
力により確保された。地域住民はたくさんの食材提
供や職員向けの炊き出しを行い、食糧不足には至ら
なかった。また、地元企業は当院職員へ優先的にガ
ソリンを給油し、地元のボランティアは被災地の入
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　2011年3月16日昼過ぎ、私は南三陸町のベーサイ
ドアリーナにいた。登米市立上沼診療所の医師とし
て、登米市災害対策本部の了解を得て医療支援に
入ったのだ。東日本大震災の5日後、志津川病院の
後輩達の消息が気になり、いてもたってもいられな
かった、というのが正直な理由である。
　「爆弾でも落ちたのか!?」そうでもなければ説明
がつかないような津波の被害を目の当たりにして絶
句した。さらに驚いたのが、体育館の廊下に雑魚寝
をして避難している人たちがたくさんいたことであ
る。「これではもたない！」瞬時にそう感じた。寒
さ、飢え、空間の狭さに加え、電気・ガス・水道の
ない生活を強いられていた。これでは避難者が健康
を害するのは時間の問題ではないか！

震災8日後避難所の様子

　よくぞ生きていてくれた！後輩の西澤君ととも
に、避難所の医療を開始したが、気づけば半日で約

180人の患者さんに対応していた。外は雪が舞い、
アリーナの中はわずかに非常灯に照らされるのみ。
避難者のいる廊下はすでに真っ暗で凍えるような状
態であった。
　避難者は幸いにして地震･津波の被害から逃れた
方々である。助かった命はもうこれ以上ひとつたり
とも失いたくはない。避難所で疲弊し、弱い人から
救急搬送になる現状は決して良い選択だとは思えな
い・・・救急搬送を受け入れる登米市の医療現場も
日々戦場で、このままでは共倒れが懸念された。
　医療も含めた支援を南三陸に厚くするのではな
く、そこの人たちを早く安全で快適な生活環境に移
すことが先決ではないか。私がそう考えた理由は
１	、感染症や血栓症の危険性が非常に高まってい

る。
２	、十分な検査が出来ないままワーファリンや糖尿

病の管理がされている。
３	、電気ガス水道の再開のめどは立たず、入浴も出

来ない。
４、ガソリンが不足なのに補給路が長い。
５	、余震の続く中で再度の津波が来ると、支援者が

2次被害に遭うだけでなく補給路がたたれ、陸の
孤島が再現されてしまう。

６、治安の維持も難しくなってきている
７、役場も被災し十分機能しない
８	、たくさんの自治体が2次避難の受け入れを表明

している。
　車で20分の登米市にはすでに電気ガス水道が来
ている。登米市長の快い了解もいただき、私は西澤
君、さらには偶然同行したある国会議員ととともに
南三陸町災害対策本部に直接その提案をした。一刻
も早い2次避難が望まれたのだが、それがようやく
開始されたのは、それから1ヶ月以上も先の4月21
日であった。・・・

宮城県　第17期　佐々木　直　英

一刻も早い２次避難を！



― 203 ―

宮城県　第20期　西　澤　匡　史

体温などの患者への対応が必要であったがその数は
わずかなものであった。聴診器などの診察道具がな
いため、触診、視診、問診によりトリアージを行っ
ていった。震災直後数日は主要な道路が瓦礫により
通行困難となっていたため、患者搬送はすべてヘリ
コプターによる搬送であった。しかし、天候に左右
され、日中しか搬送できず、スムーズに搬送が進ま
ず、苦しむ患者を前に声をかけることしかできず、
医者として無力感を感じることもあった。
　重症患者の搬送と同時に透析患者や在宅酸素を利
用している患者の対応にも追われた。50名ほどの町
内の透析患者は最終的には県内外に搬送された。ま
た、在宅酸素利用者も停電により酸素供給が停止し
た。医療機関が全て被災しており、各方面に酸素を
依頼したものの、実際に供給されたのは5日目のこ
とであった。さらに、震災後早期より生き残った多
数の慢性疾患を抱える患者の対応に追われ、特に薬
剤の情報がない状態での高血圧・糖尿病の患者への
対応に苦慮した。1日に300～400人の患者が訪れ、
わずかに手に入った薬を1日分、2日分と次の薬の
供給までわずかずつ処方し対応していた。
　震災より5日目に初めての医療支援チームが入
り、その後多数のチームが来て、医療支援活動を
行った。まず、50近くあった避難所の中で、医療
関係者がいない避難所へ優先的に巡回診療を行うと
ともに、その日の活動報告を義務づけ、避難所の情
報収集を始めた。その後民家に避難している住民の
医療ニーズを収集した。震災直後からガソリンの需
給状態が悪化したため、救護所への通院が困難であ
る場合には最寄りの集会所などを利用して、巡回診
療を行った。長期間支援できるチームを各地域の拠
点となる避難所に配置、またはある程度まとまった
エリアの担当を任せ、エリア内の小さな避難所を計
画的に巡回診療してもらった。短期間の支援チーム
は患者数の多い避難所や感染症などの問題が発生し
た地域の診療支援に充てるなど柔軟に対応した。こ
のように配置した理由としては各支援チームに担当

　今回、私は東日本大震災において南三陸町の医療
統括本部の責任者、ならびに宮城県の災害医療コー
ディネーターという立場で災害医療に関わってお
り、その経験を報告する。
　南三陸町は宮城県の北東に位置し、リアス式海岸
に囲まれた漁業を中心とする町であった。しかし、
2011年3月11日に起きた震災により町は壊滅的な被
害を受けた。
　震災前は人口17666人、世帯数は5362戸であった。
しかし、今回の震災により9月21日現在で人口15739
人まで減少、死者・行方不明者900名前後、被災世
帯数は3311戸（全体の62%）、市街地の浸水率は48%
で海岸から3km内陸まで浸水している地域もあった。
　医療機関は公立志津川病院（病床数126床）と6ヶ
所の医科診療所があったが、津波によりすべての医
療機関が壊滅的な被害を受けた。公立志津川病院は
5階建てで津波が4階天井まで浸水し、地震直後よ
り停電の中入院患者106名中42名を担架などで5階
へ助け上げたものの、翌朝までに7名の方が低体温
や呼吸不全でなくなり最終的には35名の方が救出
された。また、懸命な救出活動の中で3名の職員が
亡くなった。
　震災当日、私はたまたま当直明けで午後に帰宅
し、自宅で大きな揺れに襲われた。地震直後より停
電となり、ラジオでも南三陸町の情報は全く入らな
い状況で家族と一晩経過を見守ることとなった。震
災翌日、自宅近くの総合体育館（以後ベイサイドア
リーナ）が避難所になっていることに気づき、駆け
つけると30～40名の方が横たわっているスペース
があり、そこに救護所を立ち上げることとした。薬
も聴診器も白衣もない状態で医師たった1人からの
救護活動の開始であったが、避難した数名の保健師
や看護師とともに、次々に運ばれてくる患者をト
リアージした。今回の震災の特徴として、「生きる
か、死ぬか」ということがあげられ、津波に巻き込
まれたほとんどの方がなくなり、震災直後は津波に
巻き込まれながらも生き残った多発外傷、肺炎、低

東日本大震災・南三陸町における災害医療報告
― 医療統括本部責任者としての役割 ―
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診療に当たるが、情報収集を一元化し、指示系統を
明確にすることで、さまざまな問題に迅速に対処で
き、多数の支援チームを統括することができた。
　また、町内の全医療機関が壊滅的な被害を受けた
にも関わらず、約2か月で地元医療機関の自立につ
なげられた要因として、行政、保健との連携を密に
行ったことがあげられる。例えば感染性胃腸炎が発
生した時も、保健師と協力して避難所の衛生環境を
整備し避難民に対して衛生教育をして速やかに終息
させることができた。また、仮設診療所の開設とと
もに町民バスの運行が急務となり、町長に直談判し
て早期に町民バスの運行を実現することができた。
　南三陸町において日頃より行政・保健と連携しな
がら医療を行っていたが、災害医療においても行
政・保健との連携が重要であり、地域医療での経験
が災害医療でも生かされたと考えられる。
　今回、私は南三陸町の医療統括本部責任者を務め
感じたことは、災害医療は特別な状況下での医療と
はいえるが、特別な医療ではないということであ
る。地域医療を行う上で、行政・保健との連携は必
須であるが、災害医療においても同様である。
　さらに、震災前より地域医療を行う上で常に「住
民にとって何が最善であるか」ということを考えな
がら、医療を行ってきたが、その気持ちは災害直後
から何ら変わることなく現在に至る。
　現在、町内に南三陸診療所、町外に志津川病院と
いう2つの施設で町民の医療を支えている。元々、
医師不足の地域で2つの医療機関を維持することは
医療スタッフに過剰な負担を生じさせ、非常に困難
なことではあるものの、「助かった命を守りたい」
という一心でスタッフ一丸となり、頑張っている。
　最後に震災直後より、名前も知らない土地の医療
を支えるために、そして名前も顔も知らない同窓生
のために、地元で重責を担っているにもかかわら
ず、たくさんの同窓生に支援に来ていただきまし
た。同窓会よりの派遣だけでなく、医療支援チーム
の一員として、保健所所長として、ユニセフの一員
として様々な形で被災地支援のために来ていただき
ました。自治医科大学を卒業して14年、自治医大
卒業生の底力を感じるとともに、自治医科大学を卒
業したことをこれほどまでに誇らしく思ったことは
ありません。半年間という長きにわたり自治医大同
窓会をはじめ、多くの自治医科大学関係者の方に支
援をいただき厚く御礼申し上げます。

する避難所もしくはエリア内の問題に対する責任を
持ってもらい、自己完結型の医療を求めることと、
毎日各支援チームの配置を決める負担を減らし、医
療統括本部の負担を減らすことがねらいであった。
3月の末には医療の空白地域もなくなり、安定して
医療を提供できる体制が整った。
　また、3月末にイスラエルの医療チームより支援
の申し出があり、検査の支援を依頼した。彼らは
すぐさまプレハブを6棟建て、約2週間活動したの
ち、使用したプレハブを残していったため、それ
を利用し4月15日から公立志津川病院の仮設診療所

（現公立南三陸診療所）を開設した。イスラエル医
療団の受け入れは当時から賛否はあったものの結果
的に当時の物不足の中で、地元の医療機関の早期再
開に貢献した。
　医療統括を行っているうえで最も苦労したことの
一つに支援の撤退を決めることがあげられる。医療
が安定化した3月末の段階で、新たな支援の申し出
をすべて断り、すでに支援チームの撤退を考えてい
た。なぜなら、全国からの医療支援には限界があ
り、早いところでは4月末で支援を終了する予定で
あることが分かっていたからである。しかし、当時
住民の多くは避難所で生活しており、医療支援チー
ムの撤退には不安や不満が出てもおかしくない状況
であった。そこで、撤退の条件として、1つ目に医
療の安定化を挙げた。医療の安定化とはあくまでも
主観的なものであり、震災前の医療に戻っているか
ということで判断した。例えば、受診患者の疾患の
構成、救急車出動回数などで判断した。2つ目に地
元医療機関の再開を挙げた。地元医療機関の再開失
くして、医療の自立はないからである。最後に町民
バスの運行再開を挙げた。これは震災前より、通院
患者の利用が多く、震災により車を失くした患者が
多いことから、通院の足として必須であると考えた
からである。実際には4月末で巡回診療を中止し、
拠点となる避難所のみでの診療とし、24時間診療
をやめ、日中のみとし、5月14日に完全に撤退とし
た。支援チームが撤退した避難所へは定期的に保健
師が巡回するようにして、何らかの問題がある患者
に対しては診療所の受診につなげ、医療の空白を作
らないよう配慮した。地元の医師でなければ震災前
の状況は分からないため、地元の医師が医療統括を
する意義があるといえる点である。
　災害時にはたくさんの医療支援チームが被災地で
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1．被災した日から救出されるまで
　3.11.大きな揺れを感じた時、私は公立志津川病
院の2階にいた。揺れがおさまると3階4階にいる入
院患者とスタッフの様子を見て回わった。停電によ
り非常電源に切り替わったものの、院内に地震その
ものでは大きな被害がなかったことを確認した頃に
町内の無線で津波警報が流れ始めた。通常の避難訓
練では３階以上に逃げることになってはいたのだ
が、非常に大きな揺れであったことと防災無線から
の大津波警報の知らせのため、入院中の患者に加え
て周辺からの避難者をできるだけ最上階である5階
へと誘導・搬送し始めた。
　地震から40分ほど過ぎた時、津波は町を飲み込
みながら押し寄せてきた。5階の窓から海岸線の松
林を乗り越える濁流が目の前に見えてから3分ほど
で4階の天井まで流れ込んできた。轟音と住宅の壊
れる音とともに壁のように押し寄せた波は、4階以
下にいた患者たちと病院のスタッフを一度に飲み込
んだ。私は圧倒的な絶望感と無力感を感じ、助けら
れない悔しさに怒りすら覚えた。わずか数10セン
チの足元まで津波が来て、自分の死を今までにない
ほど強く、身近に感じた時に思ったことは「後悔し
たくない。これ以上死んでほしくない。」という気
持ちであった。『津波てんでんこ』という言葉があ
るように、他者を気にかけていると自分の命も危な
い状況ではあった。しかしたとえ死が避けられない
としても最期まで医師として後悔しない時を過ごそ
うという決意がわずかに勝り、第１波が引いたとき
4階のフロアに気持ちを同じくするスタッフと生き
ている人を探しに下りた。
　膝まで泥水がある中、津波をかぶりながらもわず
かに生きている方を数人見つけてはシーツにくるみ
5階まで皆で運んだ。それから5階で、衣服の濡れ
ている患者は全て脱がし、床に段ボールを敷いて窓
からカーテンを剥がし患者にかぶせることで保温に
努めた。
　5階は会議室であった。電気も、酸素も、医療機
器もない中での3日間は本当に苦しかった。何もで

きず看取るしかない方もいた。その中でわずかな水
を分け合い、皆でひとつのラジオを聞きながら過ご
した。声をかけ、血栓予防と不安を和らげるため
時々体を動かすように繰り返し促していた。そんな
中で志津川病院のスタッフはパニックになることな
く、私とともにずっと患者に寄り添ってくれまし
た。目の前の命に寄り添うことで、私たち自身も絶
望の淵で支えられていた。
　2日目の午後から自衛隊による救助のヘリが着
き、潮位の低下とともに歩ける人は徒歩で移動し始
めた。重症度の高い患者をトリアージし、ある程度
運んだところで、日没となりヘリが飛べなくなっ
た。私は残った患者と共にもう一晩過ごし、3日目
の午前最後の患者搬送に同乗する形で石巻赤十字病
院まで搬送された。

津波が見えてから2分後（15:30）の写真（5階より
撮影）

2． 私のバックグラウンドとしての自治医大と地域
医療

　南三陸町にある公立志津川病院で、私は2009年
（平成21年）4月より内科医長として勤務していた。
被災前、内科医は私と宮城県20期の西澤匡史先生

宮城県　第28期　菅　野　　　武

公立志津川病院での体験
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との二人だけであった。南三陸町は湾を囲む町で、
水平線の彼方から昇る朝日の美しい風光明媚な漁業
の町であった。
　私のバックグラウンドとして、自治医科大学で学
んだ「困っている人に手を差し伸べる」という精神
がある。地域医療の現場では治すことは出来なく
て、後遺症や慢性疾患を抱えることとなった患者に
寄り添い支えることも臨床医として大切であると信
じている。日常診療でも行っていたその気持ちが、
今回の震災のような極限の精神状態の中でも私を生
かしてくれたのだと思う。
　当直明けの非番で被災の直撃を免れ、いち早く救
護所を立ち上げた西澤先生もまた、日ごろの診療の
中で同じ志を抱いていたと思う。ベイサイドアリー
ナでの西澤先生の頑張りを救出された数日後に聞
き、私も再度南三陸町に戻った。

3． 多くの支援チームが助けてくれたことへの感謝
（中でも同窓の自治医科大学卒業生の励まし）

　南三陸町の医療は津波により壊滅した。すべての
医療機関はなくなり唯一の入院施設であった志津川
病院も全壊状態となった。そんな中、多くの医療支
援チームが日本中さらには世界中から協力していた
だいた。母校の自治医科大学の卒業生も多くの方が
継続して支援してくれ、精神的にも業務としても助
けられた。まるで兄弟が家族の危機に来てくれてい
るような気持ちになった。その中には大学時代の同
級生も何人もいて、そうした皆さんのご支援は一生
忘れることはない。
　全てを失った南三陸町は、人の輪・つながりで助
けられたのだと思う。まだまだ復興への時間はかか
るが、多くの支えを受けて被災者は前を向いて立ち
上がろうとしている。
　4月15日からの仮設診療所の開設と、後任の宮城
30期の渡辺源也先生の応援を得ることで、私は震
災前に決めていた仙台の東北大学での後期研修に入
らせていただいた。

人の輪の力、西澤先生と共に

4．TIME誌への選出は被災者全体への着目である
　今回、震災直後の対応で、アメリカTIME誌の

「世界で最も影響力のある100人」に選ばれたこと
は大変光栄に思う。しかし、私の受賞は私自身の業
績ではなく東日本大震災における被災者全体の苦難
と努力に与えられたものだと理解している。私は4
月28日にNew	Yorkで開かれたTIMEのレセプション
パーティで、繰り返しつたない英語で伝えたことが
ある。
　「皆さんご存知の通り、原子力発電所の問題も含
め日本は今まで経験したことのない大災害に苦しん
でいる。しかし日本人は必死に前を向いて皆で立ち
上がろうとしている。私を含めそれ以外にも、被災
者の中には自らも被害に遭いながら闘っているもの
が多くいます。私はそんな日本を誇りに思い、力強
く立ち上がることを信じている。まだまだ世界の多
くの方のご助力が必要だが、信じていてください。
私たちは必ず乗り越えます。」
　絶望の淵でも忘れてはならない。明日への希望が
あれば、人は今日を強く生きることができる。
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　朝夕冷え込みも厳しくなり、震災後より早7ヶ月
が経過した。しかし、宮城県の沿岸部にはまだ震災
の傷跡は顕著に残っている。
　私は2011年（平成23年）3月11日の時点では宮城
県登米市に位置する、登米市立佐沼病院（現在は登
米市立登米市民病院）内科に勤務していた。14時
46分、長引いた外来が終わり、自分の外来デスク
で入院患者の画像を見ていた。急に大きな揺れのあ
とに火花と共にパソコンの電源が落ちた。人々の悲
鳴が響き、周囲が暗闇となり、棚の物が全て地面に
落下する程の強い揺れが数分間続いた。
　地震後は病院の電源が残っている看護室と救急部
に医療班を分割して診療を行った。初日と2日目は
外傷患者が多く来院していたが、3日目以降は内科
疾患がメインとなり、救急部のみでの診療となっ
た。登米市は津波の被害はほぼ無かった。しかし、
3月中旬であるが雪が降り、氷点下まで気温が下
がったため、ライフラインが途絶えた被災地の高齢
者には厳しい環境であった。そのため、急性期は心
不全、肺炎、脳梗塞、糖尿病増悪などの内科的疾患
が予想よりも多かった。
　震災から1週間ほど経過し、徐々に救急に受診す
る人は減少して落ち着いてきたが、普段通院してい
る人の内服薬が不足して1週間処方で対応した。津
波の被害を受けた南三陸町や気仙沼市から近いこと
と、ガソリン不足が顕著であったため、他院通院
中の人も受診し、患者数は通常時の2倍以上となっ
た。
　私は震災前から来年度は南三陸町で勤務すること
が決まっていた。4月中旬に南三陸町で勤務してい
た菅野武先生から連絡があり、南三陸町のベイサイ
ドアリーナを訪問した。登米市から南三陸町まで車
で約40分かかるが、最後の10分間は壮絶だった。
津波の被害があった場所は驚くことに海岸線から
3kmにおよび、建物は鉄筋コンクリートの枠組み以
外なく、瓦礫の山のみ存在した。
　医療統括本部に到着すると、西澤先生や自治医科
大学同窓会の先生方が医療支援チームを管理する仕

事をしていた。菅野先生の代わりに赴任する際のア
ドバイスを受け、私は南三陸町の厳しい現状を知
り、自分自身を鼓舞し、身が引き締まる思いだっ
た。
　5月1日より南三陸町へ正式に赴任をして、医療
統括本部の仕事を引き継いだ。5月14日で、南三陸
町への医療支援チームの派遣が終了となり、5月中
は医療統括本部の片付けと公立南三陸診療所で外来
診療を行った。
　6月1日から登米市立よねやま診療所の現在使用
していない病棟を借りて、公立志津川病院を開院し
た。つまり、この病院には単独の建物の中に別の自
治体が運営する診療所が併存している。不便な例と
しては、薬局と検査部はよねやま診療所にあるた
め、薬剤と検体はそれぞれ、南三陸診療所まで運
び、調剤および検査をしなければならない。
　6月1日以降、私は公立南三陸診療所と公立志津
川病院を日勤帯に往復して外来診療と入院管理を
行っている。すると、必然的に内科入院患者の診療
が出来ない時間帯が出てくる。その時間帯を埋めて
頂いたのが自治医科大学同窓会の支援医師や埼玉県
三郷市医師会から派遣された青木先生である。若輩
者の私の指導と様々な雑用を嫌な顔をしないで手
伝って頂き、非常に助かった。
　今後の問題点としては季節が冬に近付き、2つの
医療機関を往復する際に長距離移動が患者や職員に
とって困難になることである。また、来年3月で青
木先生と東北・北海道ブロックの大学医師の支援が
終了するため、それ以降、南三陸町の内科医師数の
絶対的な不足が問題となるであろう。
　今回は急性期から亜急性期を中心に報告した。慢
性期に関しては同窓会の医師の報告を拝見して頂け
れば幸いである。9月末まで南三陸町へ支援に来て
くださった先生方に心から、御礼を申し上げます。

宮城県　第30期　渡　辺　源　也

東日本大震災活動報告
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現地からの御礼状
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　「縁の下の力持ち」という言葉がある。普段はそ
の存在が認識されることはほとんどないが、なくな
るとたちどころに物事がうまくいかなくなるものを
いう。われわれ自治医大卒業生が目指している地域
医療も、縁の下の力持ちの１つであろう。今回の震
災ではそのことがよく分かった。
　震災当日は学生寮指導主事でもあったために学生
寮に行き、真っ暗な学生寮で朝まで学生とともに過
ごした。同窓会のプロジェクトとして支援を行う場
合、同窓会幹事会で承認が必要となる。青沼同窓会
長は被災地でもある宮城県涌谷町の町民医療福祉セ
ンター長として勤務しているため同窓会幹事会の招
集について実質的に動けず、大学内の三澤吉雄先生
を会長代行として幹事会での決定とした。
　大学との合同のプロジェクトになればいいとは
思ったが、やはり組織が異なり、同窓会はあくまで
親睦団体であり、法人登録もしていない任意団体で
あることから、同窓会独自のプロジェクトとして活
動することになった。
　3月15日に同窓生古屋、白石両先生がプリウスに
乗って先遣隊として出発したが、その後、17日に同
窓会幹事会で正式に東日本大震災支援プロジェクト
として承認され、全国の卒業生に改めてチームとし
て支援可能かどうかを打診することとなった。日中
には、各方面への連絡（同窓会、支援団体、交通状
況に関して、先遣隊からの情報連絡）などを行い、
毎日昼に定例のミーティングをもった。大変では
あったが、比較的混乱なく調整を行い、それにこた
えて支援に来てくれる卒業生を見て改めて頼もしく
感じた。やはり、さすがは縁の下の力持ちである。
　3月いっぱいまで学生寮指導主事の立場であった
ため、卒業生が学生寮に泊る手配なども手伝った。
この程度のことしかできなかったが、縁の下の力持
ちたちをさらに陰で支えることができた（本当か
ね？）のは、幸いなことであった。

福岡県　第５期　中　村　好　一

事務局に参加して

事 務 局（対策本部）
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　3月11日、長い揺れの後、震源地が東北沖で、津
波被害が甚大だとわかると、自治医大からも阪神淡
路の時のような医療派遣団が組織されるかも知れな
い、準備にかからなくては、と考えた。阪神淡路大
震災当時、全ての責任は負うから全学を挙げてやれ
という大学幹部の強いメッセージが発せられ、関係
者の安否確認や支援ニーズの把握が始まり、私は、
持参医薬品リスト作成にかかわったのだった。
　今回は、静かだった。4日目の月曜日、同窓会に
動きがあり、石川鎮清先生に誘われるまま、私は、
大学が動き出すまでのつもりで、同窓会プロジェク
ト事務局に参加した。
　人・物・金・情報・規則のうち、物・金は次々と
集まった。情報は少なかったが、現地の卒業生らか
らのメールと、先遣隊の古屋先生・白石先生が得た
局地情報とネット・マスコミ情報を整理して、壁に
貼っていくアナログ方式で情報を共有することがで
きた。現地の人々が他の地域の情報を得にくいこと
もわかり、双方向性が重要だと感じた。
　規則については、同窓会が自治医大本体と別に独
自で動く決断をしたことで制約がなくなったが、自
治医大に勤務する卒業生は依然参加できない状態が
続いた。
　残るは「人」だ。私の最初の仕事は、地域医療推
進課の方と一緒に、卒業生のメールを整理し、派遣
候補者リストを作ることであった。
　「参加できないのですが、皆さん頑張ってくださ
い」というメールは、ありがたかったが、返事も書
かなかった。「どういう参加の方法があるのか、連
絡ください。」というメールにはお礼だけ。「職場の
許可が出たら参加できそうです。」といった内容の
人には、「確実になったら、再度連絡を」と返信し
て保留リストへ。具体的な期間の記載があり、何で
もするという人には電話で意志確認をし、大学まで
来てもらった。切迫した時間の中、失礼な対応が
あったことをこの場を借りてお詫びしたい。後に、
Web上のカレンダーで志願者が意思表明する方法
になり、非常に助かった。

　ところで、派遣チーム編成で自治医大同窓会なら
ではの特徴が二つある。一つは、得意な診療領域に
ついてほとんど考慮しなかったこと。必要なこと
は、自分で勉強して行くと言う方が多かった。二つ
目は、行政や他職種との連携や調整を日常的に行っ
ている方々が多かったので、南三陸での西澤先生の
仕事をサポートする業務を安心してお願いできたこ
と。連携や調整が得意で、状況に合わせて自分を変
えられる「総合医」の本領発揮だ。
　特記すべきは、医療過疎地域からの参加者であ
る。臨時休診や代診医の確保、受診間隔の延長な
ど、首長さんや患者さんからの信頼と後押しを得て
の参加である。また、開業医の方は完全休診にして
の参加であった。職員や患者さんの理解なくしては
ありえない。日ごろ、真剣に患者・地域と向き合っ
ていることがこうした理解につながったものと思
う。ありがたい。
　もう一つ、自治医大卒業生の周辺で仕事をしてい
る他大学卒業医師の参加について記したい。経歴も
卒業年度も大学もさまざまだが、同じ気持ちで参加
してくださった。同窓会プロジェクトの理念が普遍
的な内容を持っていることが証明されたようでうれ
しかった。
　私の次の仕事は持参品リスト作りだった。内容
は、現地からの情報を事務局で総合的に判断して決
めた。その結果、そんな重装備は不要では？とのご
指摘（時に抗議）を多数頂いた。しかし、余震が絶
えない中、被災地で孤立した場合や、野宿の場合を
考えてこれを押し通した。結果的に無駄な重装備を
お願いしたことになったが、支援側の遭難を恐れた
事務局側の気持ちもご理解いただきたいところであ
る。
　少しの間だけ、事務局をお手伝いした立場から、
事務局の裏側を綴った。地域医療推進課の方々、側
面からご支援いただいた地域医療学センターの皆さ
んに感謝するとともに被災地の一日も早い復興と地
域医療の立ち直りを祈りたい。

自治医科大学　地域医療学センター　三　瀬　順　一

事務局に参加して
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　3月11日は金曜日の外来の最後に、次週からの抗
がん剤治療予定の患者さんと乳腺外来の処置室で面
談をしていました。その時の突然の大きな揺れは、
振幅が長くいつまで経っても揺れが収まらず、たま
たま居た処置室の面談机のすぐ横には、附属病院の
大黒柱ともいえる径1mのコンクリート柱があった
ので、後で発表された震度ほどは感じられませんで
した。しかしこの時間の長さは尋常ではないと思っ
た矢先に、停電そして自家発電、全館の緊急放送が
ありました。以降の外来部門の診療はキャンセルと
なり、テレビでは東北を中心とした巨大地震であ
り、加えて、広範囲に発令された大津波警報を伝え
ていました。正直これまでの津波警報は、ほとんど
が空振りが多かったので今度もと思っていたら、程
なくしてテレビに映し出されたのは、近代的なビル
や街並み、車など全てを飲み込んでいく大津波であ
り、ただ茫然とテレビの画面をみていました。
　その夜、自治医大周辺の住宅地は全てが停電であ
り、不夜城のごとく自治医大が光り輝いており、全
ての交通機関が止まり帰宅困難者となり病院の中に
泊まった職員も多かったそうです。後でわかったこ
とですが自治医大の自家発電用の重油もギリギリの
綱渡りの状態でした。土日の2日間は自宅でニュー
スを見ながら、個人的なことですが15日から予定
していたスイスでの国際学会出張をどうしようか、
実家のある福島の中通りは福島第一からは数10キ
ロ離れているから大丈夫だろうなど様々なことを考
えておりました。
　週が明け、14日月曜日に大学に行くと、手術は
原則中止、スタッフは全員待機とのことでした。翌
日からの海外出張を急きょ中止としました。何かし
なければと思うも、大学としては、栃木県も被災地
であり動くことは出来ないとのスタンスでありまし
た。自分個人として何が出来るのかと考えていた矢
先、同窓会が自主的に支援を行う（既に行ってい
る）ことを耳にし、記念棟6階に顔を出すことにな
りました。そこは尾身本部長を中心に、同窓会が自
主的に支援システムを立ち上げている矢先であり、

猫の手くらいの役に立つであろうと思い、本部業務
の手助けをすることになりました。
　自治医大卒業生ですが、義務年限終了後から20
年近くの年月を超専門医としての道を歩んできて、
正直言って、その間卒業生ということを意識するこ
とはほとんどありませんでした。しかし、今回支援
業務のサポートを行い、第1陣がヘリコプターで帰
還してグランドに降り立った姿を見たとき涙目に
なっている自分に気付き、ある先生の言った「自治
医大卒業としてのDNA」が自分の中にも確かに存
在していることを感じました。
　9月までの期間の途中から、大学・附属病院での
本務が多忙になり、なかなかお手伝いが出来なく
なってしまい心苦しく思っております。

福島県　第５期　穂　積　康　夫

大震災支援
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　私は自治医科大学に勤務している。東日本大震災
が発生した際は、地域医療情報研修センター内にい
た。地震による揺れが長時間続いたが、頑丈な建物
の中にいたせいか、あのような大災害が起こってい
るとは想像できなかった。また、震災からしばらく
は、一人で養育している1歳児の世話で手一杯とな
り、自らが被災地への支援を行うことまでは考えが
及ばない状況であった。
　そのようにして過ごしていた頃、尾身茂先生より

「学内にいる卒業生は震災支援プロジェクト対策本
部の仕事を手伝ってほしい」との電子メールが届い
た。すでに多くの卒業生が駆けつけているであろう
が、何か残っている仕事でもあれば手伝おう、とい
う程度の軽い気持ちで対策本部を訪れたのが3月22
日であった。そこには三瀬順一先生、石川鎮清先
生、神田健史先生がコンピューターに向かったり、
電話をかけたりして、一心不乱に仕事をしている姿
があった。「来てくれてよかった！」と歓迎され、
訳の分からないまま、プロジェクトの口座開設の手
続きを銀行で行うよう頼まれた。昼休みには、学内
にいるたくさんの卒業生が集まり、ミーティングが
行われた。特に岩手、宮城、福島出身の先生方は熱
心で、個人的な伝手を頼りに収集した貴重な情報を
提供して下さったりした。結局この日は本来の業務
に戻ることなく、22時頃まで対策本部の仕事を手
伝った。翌日には、寄付をお願いできそうな団体と
の交渉、ホームページ作成の準備、経理の準備など
を次々に担当した。こうしてあっという間に対策本
部に取込まれていき、6ヶ月にわたる支援業務が始
まった。
　翌週には、第2陣がヘリコプターで自治医科大学
の運動場に帰着するのを迎え、同級生の原田和歌子
さんらが、疲れは見えるものの、張りのある表情で
地上へ降り立つ姿に大きな感動を覚えた。
　6ヶ月間を通して、28グループ、100名以上の卒
業生が支援に向かい帰ってくる姿を見てきた。どの
グループでも、会った瞬間からチームとしての和が
形成され、リーダーシップやコミュニケーション能

力が求められるコーディネーター向きの方、体力と
判断力勝負の県立釜石病院向きの方、多施設での柔
軟な仕事が必要な登米・南三陸向きの方がきちんと
揃っていたのが不思議であった。
　被災地から戻った卒業生に共通する感想は「勉強
させてもらった」「少しでも役にたてていれば良い
と思う」などの謙虚なものであった。任務を終えた
安心感は見られたが、晴れ晴れとした表情の方は少
なく、「もっとできることがあったかもしれない」
との発言も多かった。被害のあまりもの大きさと、
個人や一つのプロジェクトが出来たことの落差を感
じてのことであったかもしれない。
　とはいえ、私から見ると、卒業生は刻々と変化し
た被災地の状況に後れを取ることなく、地元の立場
に立ちながら対応できていたように見えた。その理
由としては、地域医療の現場で行政と協力しなが
ら、住民に寄り添って職務を全うしてきた体験を共
通して持っていたことが大きいと思われた。被災地
に赴いた卒業生には、義務年限終了後も地域医療に
取り組んでいる方が多かった。大きな組織で働くこ
とを目指すことが大切であると推奨されがちな一
方、あえて地域という小さな組織で身近な人のため
に尽くす選択も貴重であることを認識した。そのよ
うな現場で黙々と力を蓄えてきた卒業生が、今回大
きな力を発揮したのである。
　対策本部の業務を通して、本学、本学卒業生への
客観的な評価も知ることができた。援助をお願いし
た個人や団体の多くはこのプロジェクトの活動を好
意的にとらえ、物心両面の支援をいただいた。大き
な期待をしているとの励ましのお言葉をいただくこ
とも多かった。本学、本学卒業生が40年をかけて
築いてきた実績や信頼の重みを感じた。
　私は被災地で直接の支援を行うことはできなかっ
たが、別の形での貴重な体験をさせてもらったので
ある。関係した全ての方に感謝したい。

福岡県　第22期　定　金　敦　子

東日本大震災支援プロジェクトの対策本部から見たもの
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【名称】
自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト

（日本プライマリ・ケア連合学会との連携による）

【背景】
　自治医科大学は医療過疎地に医療を提供する医師を育てるために設立した大学であり、その自治医科大学医
学部卒業生の多くは、それぞれの地域で地域医療を実践している。
　多数の被害者を出した東日本大地震では、卒業生の勤務する地域も被災しており、住民のみならず卒業生や
多くの関係者も被害を被っており、同窓会として、被災地域への可能な限りの支援を行うことが今求められて
いる。
　自治医科大学卒業生は、各地で総合医として長年従事してきており、限られた資源の中で多様なニーズ（心
身のトータルなケア、予防、連携等）に応えるのに適した集団である。

【現状】
　先発して被災地に入った医師の情報では、最も被害が大きかったのは、岩手県南三陸地域と、宮城県気仙沼
地域であり、気仙沼地域を含む岩手県東磐地域では120ヶ所の避難所に少なくとも8000人の避難者・患者がお
り、次いで被害の多かった岩手県釜石地域、宮城県登米地域も同様の状況とのことであった。当初、多数の
DMATがすでに被災地入りしているが、その性質上長期の安定した支援は期待できない一方、交通事情のため
現在は少ない外来患者が今後大幅に増加すると考えられる。現在献身的に診療に従事されている現地の医師の
疲労も蓄積しており、各地域とも４名以上の医師の応援を長期的に求めている状況であった。その後、亜急性
期から慢性期に移行しつつあり、支援の在り方においても、ニーズの変化に臨機応変に対応する重要となって
きている。

【目的】
・被災後超急性期を過ぎた急性期、慢性期の被災地における医療支援（中小規模病院・診療所における、身体・

心理的サポート）を行う。
・被災地医師と協力し、避難所等への巡回診療等も行い、地域全体の支援を行う。

【派遣地域】
　被害の大きい被災地のうち、長期的な支援を求めている下記３地域を対象とする。
　Ａ：宮城県登米地域（登米市立米谷病院、登米市立佐沼病院、豊里病院他）
　Ｂ：岩手県東磐地域および宮城気仙沼地域（岩手県立千厩病院、国保藤沢町民病院他）
　Ｃ：岩手県釜石地域（岩手県立釜石病院他）

【派遣人員】
　自治医大同窓会を中心とした医師ボランティア延べ96人を予定している。
　急性期（３月20日～５月15日；８週間）
　　１週間交替で上記派遣地域に医師２名ずつ　延べ２人×３地域×８週＝48人
　慢性期（５月15日～９月４日；16週間）
　　１週間交替で上記派遣地域に医師１名ずつ　述べ１人×３地域×16週＝48人

自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト本部長
尾　身　　　茂

資 料 編
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支援者名簿（釜石地域）
陣 医　　　師 臨床心理士

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属
第１

3/20～3/27
濱田俊之（神奈川8期）
宮道亮輔（愛知25期）

上白根病院
新城市民病院

第２
3/27～4/3

堀川慎二郎（富山25期）
小出佳代子（佐賀17期）

かみいち総合病院
鹿児島県公立種子島病院

第３
4/3～4/10

鈴木孝徳（千葉7期）
新里雅人（沖縄23期）

富山国保病院
沖縄県立南部医療センター

第４
4/7～4/16

中村雅彦（長野7期）
加藤一朗（島根21期）

松本市立波田総合病院
隠岐広域連合立隠岐病院

第５
4/14～4/23

斉藤　匡（千葉14期）
木村まり子（山形21期）

国保多古中央病院

第６
4/21～4/30

鈴木章史（茨城20期）
田儀英昭（京都19期）

伊藤病院
京丹後久美浜病院

第７
4/28～5/7

西山幸子（神奈川27期）
折口秀樹（福岡7期）

津久井赤十字病院
九州厚生年金病院

第８
5/6～5/14

萩原一樹（山梨大）
叶城倫子（岩手28期）

山梨県立中央病院
岩手県立磐井病院

長江信和
前原寛子

福岡大学
航空自衛隊百里基地

第９
5/12～5/21

清水雄三（愛媛28期） 松野町国保中央診療所 山口剛史
田山未和

法政大学
トワーム小江戸病院

第10
5/19～5/28

加藤　励（北海道30期） 町立厚岸病院 小橋優子 千葉県こども病院

第11
5/26～6/4

榛葉　誠（愛知26期） 新城市民病院 坂本彩子 社会福祉法人　なかべ学院

第12
6/2～6/11

関　洋史（千葉20期） 鴨川市立国保病院 石森大介 社会福祉法人日本ライトハウス

第13
6/9～6/18

北川貢嗣（滋賀22期） 甲賀市立信楽中央病院 森崎　智 （株）	日本・精神技術研究所

第14
6/16～6/25

水田憲利（兵庫25期） 公立豊岡病院組合立豊岡病院 稲森絵美子

第15
6/23～7/2

吉田達也（神奈川20期） 神奈川県立足柄上病院 森　あずさ 非常勤

第16
6/30～7/9

大滝雄造（山形28期） 酒田市立八幡病院 殿村由希 日本大学

第17
7/8～7/16

益子尚子（栃木30期） 大田原赤十字病院 熊谷秀樹 サテライトクリニック明石

第18
7/15～7/23

淺谷　豊
和田朋子

兵庫県立姫路工業高等学校
杉並区立四宮小学校

第19
7/22～7/30

肱黒　薫（秋田21期） 霧島市立医師会医療センター 佐藤ゆり
田村一平

千葉県教育委員会
湯河原町立湯河原中学校

第20
7/29～8/6

丹波嘉一郎（千葉７期） 自治医科大学 倉橋朋子
近藤淳実

関東学院六浦中学校・高等学校
神奈川県立中里学園

第21
8/5～8/13

山口友子
佐々木江利子

埼玉学園大学
神奈川大学

第22
8/12～8/20

長谷川浩之（山梨28期）
渋谷　聡（宮城6期）

道志村国民健康保険診療所
渋谷整形外科

宮崎圭子 跡見学園女子大学

第23
8/19～8/27

藤原千紗子（高知31期） 本山町立国保嶺北中央病院 神田啓子
島田祥子

多摩あおば病院
回春荘病院

第24
8/26～9/3

松島俊裕（愛知14期）
小出佳代子（佐賀17期）

山添村国保波多野診療所
鹿児島県公立種子島病院

牧田光代
小橋優子

千葉敬愛高等学校
千葉県こども病院

第25
9/2～9/10

次呂久英太郎（沖縄30期） 渡嘉敷診療所 高橋紀子
林　惠子

甲子園大学

第26
9/9～9/17

花輪宏明（山梨31期） 組合立飯富病院 稲森絵美子
大塚明子 医療法人秀峰会　楽山
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第27
9/16～9/24

河口政慎（大分25期） 姫島診療所 前原寛子
島田祥子

航空自衛隊百里基地
回春荘病院

第28
9/23～9/30

村松　司（北海道22期）
白石裕子（島根17期）

広域紋別病院
隠岐広域連合立隠岐島前病院

注）所属は、派遣時の所属
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支援者名簿（登米地域）
陣 医　　　師 臨床心理士

氏　　名 所　　属 氏　　名 所　　属

第１
3/20～

3/27

三阪高春（鹿児島13期）
羽田原之（長野14期）
濱口重人（群馬24期）
牧　信行（千葉21期）

霧島市立医師会医療センター
はたクリニック
大阪大学大学院
静岡県立総合病院

第２
3/27～

4/3

津向伸哉（福井10期）
原田和歌子（広島22期）
金子哲也（愛知4期）
中村好孝（千葉26期）
白山真司（北海道15期）

越前町国保織田病院
広島逓信病院
光生会病院
国保多古中央病院
公立芽室病院

第３
4/3～

4/10

阿波谷敏英（高知13期）
塩川宏郷（福島10期）
市川万邦（山梨18期）
小橋孝介（千葉28期）
柴崎　嘉（香川17期）

高知大学
東京少年鑑別所
南部町国保病院
鴨川市立国保病院
綾川町国保陶病院

第４
4/7～

4/16

村田和弘（山口20期）
岩瀬史明（山梨14期）
才川大介（北海道28期）
井上　仁（東京10期）
瀬尾泰正（京都15期）

八女リハビリ病院
山梨県立中央病院
富山国保病院
法務省矯正局
京丹後市立久美浜病院

第５
4/14～

4/23

篠原浩一（宮崎10期）
若松貴哉（愛媛大97卒）
関口　隆（群馬大00卒）
川村昌史（高知14期）

八潮中央総合病院
鬼北町国保三島診療所

高知県立幡多けんみん病院

第６
4/21～

4/30

宇野史洋（千葉10期）
伊東秀樹（高知11期）
牧　信行（千葉21期）
山中弘毅（鹿児島2期）

うのクリニック
島津病院
静岡県立総合病院
内山病院

第７
4/28～

5/7

高橋教雄（大阪1期）
十枝めぐみ（香川13期）
松島俊裕（愛知14期）
小窪正樹（北海道1期）

高橋診療所
綾川町国保綾上診療所
山添村国保波多野診療所
公立芽室病院

第８
5/6～

5/14

片山義敬（京都5期）
松久雄紀（岐阜31期）

舞鶴赤十字病院
国保和良診療所

大島真紀
幾瀬　薫

川崎市役所
多摩北部医療センター

第９
5/12～

5/21

宮本健史（高知12期）
澤田　努（高知14期）

積善病院
高知医療センター

森光玲雄
中村加代子

諏訪赤十字病院
（株）日本・精神技術研究所

第10
5/19～

5/28

齊藤　晋（北海道18期）
廣瀬英生（岐阜24期）

手稲いなづみ病院
国保和良診療所

法眼裕子
中津大介

つくばセントラル病院
東京視聴覚障害者生活支援センター

第11
5/26～

6/4

土井たかし（京都10期）
田畑雅彦（兵庫13期）

土井内科医院
姫路市国保家島診療所

小林美登
熊谷秀樹

法務省関東地方更生保護委員会
サテライトクリニック明石

第12
6/2～

6/11

笹本将継（山梨29期）
岩瀬弘明（山梨18期）

身延町早川町組合立飯富病院
山梨県立中央病院

小俣和義 青山学院大学

第13
6/9～

6/18

青柳幸浩（北海道12期）
柿崎有美子（山梨21期）

手稲ロイヤル病院
身延町早川町組合立飯富病院

國分留志 さいたま市教育委員会

第14
6/16～

6/25

伊藤みのり（三重25期）
牧　信行（千葉21期）

三重大学医学部附属病院
静岡県立総合病院

堂谷知香子
赤川直子

千葉県がんセンター
東京慈恵医科大学第三病院
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第15
6/23～

7/2

迫　順一（鹿児島1期）
岩井敏恭（香川2期）

姫路市国保家島診療所
香川県立中央病院

法眼裕子
飯尾友紀子

つくばセントラル病院
調布市子ども発達センター

第16
6/30～

7/9

朝比奈利明（山梨6期）
降矢　亮（山梨21期）

身延町早川町組合立飯富病院
身延山病院

黒田　舞
溝口由里子

埼玉県立小児医療センター
ベルランド総合病院

第17
7/8～

7/16

尾崎隆之（静岡11期）
中村朋子（岐阜大97卒）

外務省　在フランス大使館
佐賀関病院

浦上涼子
山崎綾乃

東京大学
（株）アドバンテッジリスクマネジメント

第18
7/15～

7/23

内村龍一郎（山口大93卒）
長澤純子（山形26期） 山形県立新庄病院

小林満里子
大島真紀

千葉県非常勤職員
川崎市役所

第19
7/22～

7/30

伊林克也（北海道8期）
楳川紗理（神奈川28期）

協立病院
厚木保健福祉事務所

浅見順代
平野聖枝

渋谷区立中幡小学校
浜松市児童相談所

第20
7/29～

8/6

横田　啓（神奈川31期）
溝岡雅文（広島9期）

岩国市立美和病院
広島大学病院

平元　彩
矢吹幸江

世田谷メンタルクリニック
三鷹市立第四中学校

第21
8/5～

8/13

内田　望（高知20期）
稲垣健志（高知28期）
天貝賢二（茨城13期）
篠原浩一（宮崎10期）

梼原町立国保梼原病院
仁淀川町国保大崎診療所
茨城県立中央病院
八潮中央総合病院

田中志帆
曽我部和広

青山学院女子短期大学
杉並区立大宮小学校

第22
8/12～

8/20

村田和弘（山口20期）
西岡謙二（神奈川14期）

八女リハビリ病院
西岡アレルギークリニック

押川聖子
本多公子
川瀬英理
綱島三恵

神奈川大学
（株）アウラ心理教育センター
東京大学
日本臨床心理士会

第23
8/19～

8/27

桑田吉峰（大阪17期）
阿子島裕倫（宮城17期）
益子敏弘（栃木8期）

東北新生園
自治医科大学

青塚いずみ
鈴木亜弓
金森直子

青塚心理相談室
上水保育園
恵泉女学園

第24
8/26～

9/3

土井貴明（愛媛19期）
野中孝一（長崎25期）

品川美容外科
長崎百合野病院

土沢　薫
井上敦子
飯尾友紀子

宇都宮共和大学
東京女子医科大学
調布市子ども発達センター

第25
9/2～

9/10

細野達也（群馬18期）
棚田純代（高知23期）
上田浩平（高知31期）

宇都宮社会保険病院
梼原町立国保梼原病院
四万十町国保十和診療所

法眼裕子
野島美穂

つくばセントラル病院
愛の家ファミリーホーム

第26
9/9～

9/17

西尾美紀（高知25期）
藤原　学（高知29期）

梼原町立国保梼原病院
四万十町国保十和診療所

井原晴佳
井納　道
塚原健司

岸病院
日本大学板橋病院
岡山県倉敷児童相談所

第27
9/16～

9/24

佐藤幸浩（富山12期） かみいち総合病院 平野聖枝
小俣和義
猪熊未奈子

浜松市児童相談所
青山学院大学
お茶の水女子大学大学院

第28
9/23～

9/30

藤家証一（広島6期）
山中弘毅（鹿児島2期）
中村伸一（福井12期）

大和診療所
内山病院
おおい町国保名田庄診療所

注）所属は、派遣時の所属
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本プロジェクトに御支援をいただいた方々
NO 名称等（敬称略） 住　所 電　話

１ 公益財団法人　笹川記念保健協力財団 港区赤坂 03-6229-5377

２ 武田薬品工業株式会社 大阪市中央区 06-6204-2111

３ 大塚製薬株式会社 千代田区神田司町 03-6717-1400

４ 財団法人　東京顕微鏡院 中央区日本橋 03-3663-9681

５ 医療法人社団　こころと体の元氣プラザ 千代田区飯田橋 03-5210-6699

６ 筑波大学附属駒場高校第16期同窓会 世田谷区池尻

７ 公益社団法人　地域医療振興協会 千代田区平河町 03-5210-2921

８ 日産プリンス栃木販売株式会社 宇都宮市 028-658-2421

９ 第一印刷株式会社 栃木市 0282-31-1551

10 社団法人　栃木県医師会 宇都宮市 028-622-2655

11 社会福祉法人　下野市社会福祉協議会 下野市 0285-42-1236

12 NPO法人　地域医療を育てる会 東金市

13 藤沢町民病院を支える会 藤沢町

14 ひばりクリニック　院長　高橋昭彦 宇都宮市 028-665-8890

15 あんどうファミリークリニック　院長　安藤秀彦 世田谷区砧 03-5727-5500

16 吉岡　隆 結城市

17 高山　勲久 下野市

18 神戸　操 下野市

19 手塚英男税理士事務所 下野市 0285-44-2383

20 株式会社　ソルト・オブ・ジ・アース 港区西麻布 03-5411-9941

21 東日本大震災心理支援センター 文京区本郷 03-3817-6392

22 日本プライマリ・ケア連合学会 千代田区神田駿河台 03-5281-9781

（順不同）

　以上のほか、自治医科大学教職員、派遣医師・派遣臨床心理士が所属する団体・自治体
及び多数のボランティアの方々にご協力いただきました。
　ありがとうございました。
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報道記事
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2011年６月24日　読売新聞 大阪
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医学部同窓会被災地支援に関する「自治医大メールマガジン」発信歴
NO 期　日 発信者 宛　名 内　　　容 備　考
１ ３月12日㈯ 卒後指導部長 卒業生各位 大規模地震について 注１）P241
２ ３月13日㈰ 〃 〃 情報提供の御礼

３ ３月14日㈪ 〃 〃 東北地方太平洋沖地震に関してのお願い
（続報） 注２）P242

４ ３月15日㈫ 〃 〃 本日の動き（東北地方太平洋沖地震関係）

５ ３月16日㈬ 〃 〃 本日の報告（3/16東北地方太平洋沖地震
関係） 注３）P243

６ ３月17日㈭ 〃 〃 本日の報告（3/17東日本大震災支援関係）
７ ３月18日㈮ 〃 〃 本日の報告（3/18東日本大震災支援関係）
８ ３月21日㈪ 〃 〃 本日の報告（3/21東日本大震災支援関係） 注４）P246
９ ３月24日㈭ 〃 〃 本日の報告（3/24東日本大震災支援関係）
10 ３月25日㈮ 〃 〃 本日のお知らせ（m3.com記事）
11 ３月30日㈬ 〃 〃 本日の報告（3/30東日本大震災支援関係）
12 ４月11日㈪ 〃 〃 本日の報告（4/11東日本大震災支援関係）
13 ４月22日㈮ 〃 〃 本日の報告（4/22東日本大震災支援関係）
14 ４月26日㈫ 〃 〃 至急のお願い（震災支援対策本部長より）

15 ５月６日㈮ 〃 〃 臨床心理士も参加する第８陣が被災地へ
出発

16 ５月13日㈮ 〃 〃 高橋教雄先生（大阪１期）からの震災支
援活動報告

17 ５月17日㈫ 〃 〃 小窪正樹先生（北海道１期）からの震災
支援活動報告

18 ５月20日㈮ 〃 〃 本日の報告（5/20東日本大震災支援関係）

19 ５月27日㈮ 〃 〃 岡田真樹先生（栃木４期）からの活動報告
日本赤十字社栃木県支部（救護班）

20 ５月31日㈫ 〃 〃 ６月からの支援体制（東日本大震災支援）
21 ６月16日㈭ 〃 〃 引き続き参加者を募集（同窓会震災支援）

22 ６月30日㈭ 〃 〃 同窓会東日本大震災支援プロジェクトか
らの報告

23 ７月12日㈫ 〃 〃 同窓会東日本大震災支援プロジェクトか
らの報告

24 ８月４日㈭ 〃 〃 同窓会東日本大震災支援プロジェクトか
らの報告
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平成23年３月12日

卒　業　生　各位

皆さん御承知のとおり昨日以来、全国レベルでの大規模な地震災害が発生して
おります。被災地の方々には心よりお見舞い申し上げます。卒業生の皆さまに
は以下の件についてお願いがございます。

１　地震発生以来、通信手段が不全になっており、卒業生及び被災地の情報が
ほとんど大学に入らない状況です。
従いまして卒業生の方々の中で、東北地方をはじめ、被災地及び卒業生に関す
る情報をお持ちの方は、ご提供いただければ幸甚です。
どのような情報でも歓迎いたします。

２　未だ仮定の話ですが、週明け数日後には全国レベルでの医療支援が必要に
なってくる可能性がございます。
地域医療の現場は、どこでも既に厳しい状況でありますが、卒業生の皆さまの
中で、被災地への診療支援にご協力していただける方がございましたらご連絡
ください。

なお、御返事につきましては、お手数ですが、chisui@jichi.ac.jp（地域医療推
進課）およびomis@jichi.ac.jp（尾身　茂）両方に送信願います。

　以上宜しくお願い申し上げます。

自 治 医 科 大 学
卒後指導部長　尾身　茂

注１
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平成23年３月14日

卒業生　各位

一昨日から今日まで、被災地の安否情報を含め、既に80件以上もの情報提供
をいただきました。
また既に多くの卒業生に被災地域への支援参加の意向を表明していただいてお
ります。誠にありがとうございます。
自治医大としては、必要に応じて、卒業生および自治医大職員をボランティア
として被災地に派遣する議論を本格的に始めました。一両日中にも結論が出る
ものと思われますので、またご連絡いたします。つきましては、以下の内容に
関して情報提供いただけますようよろしくお願いいたします。

１　地域医療の現場は、どこでも既に厳しい状況でありますが、卒業生の皆さ
まの中で、被災地への診療支援にご協力していただける方がございましたらご
連絡ください。（既に御協力の意向を御連絡いただいている方は結構です。）

２　地震発生以来、通信手段が不全になっており、依然卒業生及び被災地の情
報が入りにくい状況です。従いまして卒業生の方々の中で、東北地方をはじ
め、被災地及び卒業生に関する情報をお持ちの方は、御提供いただければ幸甚
です。さらに、大学が本格的に医療支援を行うことを決定した場合に備えて、
医療支援を行うのに適当な地域に関する情報などもお寄せいただければ幸いで
す。どのような情報でも歓迎いたします。

また、この内容は、卒業生あての自治医大メールマガジンであり、卒業生の約
３分の２（約2200人）に配信していますが、より多くの卒業生の目に触れる
ように参加しているメーリングリストへ配信していただければ幸いです。

なお、御返事につきましては、お手数ですが、chisui@jichi.ac.jp（地域医療推
進課）およびomis@jichi.ac.jp（尾身　茂）両方に送信願います。

以上宜しくお願い申し上げます。

自 治 医 科 大 学
卒後指導部長　尾身　茂

注２
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平成23年３月16日

卒業生のみなさま

本日の報告は以下の３つです。
１　昨日出発した先発隊の古屋先生（山梨10期）、白石先生（徳島15期）から
のレポートが届きました。特に今までほとんど情報のなかった宮城県内の病院
について直接訪問して有意義な情報を提供していただきました。
（内容を下に貼り付けます）

岩手県内についても藤沢町民病院、県立千厩病院に加えて県立釜石病院の状況
についても徐々にわかってきました。したがって、近々みなさまに支援行って
いただきたい地域について決定したいと思います。

２　被災地支援していただける先生方には、被災地の状況を考慮し、いわゆる
自立型の支援になると思われますので、心の準備をお願いいたします。

３　今回の東北大震災に関して、専用のメールアドレスを取得しましたので、
今後の返信はtohokushinsai@jichi.ac.jpにお願いいたします。

自治医科大学
卒後指導部長　尾身　茂

	
11年３月16日（水）13:25集約　先遣隊（白石吉彦、古屋聡）報告　宮城県南部
登米（とめ）市立米谷（まいや）病院　３月16日（水）10-11時訪問
49床　在宅165人　医師３（内科２整形１）、訪問看護師６人
インフラ　	停電中、時間限定給水、通信手段：電話不通、ネット接続不能、暖

房停止中
患者　外来　	ガソリン不足で来院できない。患者用バスも運休。足あれば今後

増加する。
　　　　　　1/3は南三陸の避難所から15km来る患者。今後増加する。
　　　在宅　	ロビーに在宅酸素、ALS（おそらく人工呼吸器使用者含む）患者

７人を移動し家族がケア
職員　ガソリンなく出勤できず、出勤した職員は泊り込みで疲弊
　　　看護師は比較的高齢で当直帯は動きにくい。交代要員が欲しい。
　　　医師　中小病院でなんでもできる医師を要望したい

注３
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不足　	薬　卸の倉庫が沿岸部にあり被災して外来用薬剤が不足。２週間後再診
時には不足。

　　　病院用軽油　200L／日消費中。供給の見通しはない。
ガソリン　訪問看護先（在宅患者）に地震後初回しか訪問できない。
　　　灯油　20L／日使用で先の供給見通しなし。
支援　国境なき医師団が通過時様子を聞いていった。
　　　	県からの照会なし、県への要望は登米市災害対策本部経由で出したが反

応なし。

登米（とめ）市立佐沼（さぬま）病院（4.1から登米市民病院と改称）11時30
分―正午訪問
288床　医師16人　石井浩院長が指揮する災害拠点病院　他の２病院と連携。
紙カルテ
インフラ　給水可能、停電中、通信普通（不安定な衛星電話のみ）
患者　ガソリンがなく来院者今は少ない。透析患者も来院できない。
米谷（まいや）病院から二次患者を救急車で搬送、ほぼ入院になる。
支援　域内の開業医５人が診療参加
不足　小児診療の経験がない
　　　PTSDの症状呈す患者に対応できない
　　　当直できる医師
　　　看護師が比較的高齢なため当直できる看護師

豊郷病院
99床　医師９人
患者　一次、外来を受け、２次は佐沼病院へ救急車で搬送

宮城県北部登米市総括・・・・・・・・
１、通信途絶・ガソリン枯渇を含むインフラ欠如
２、診療（３病院が連携中）
　　登米（とめ）市内の避難者6000人をケア中。
　　	加えて南三陸町（旧志津川町＋歌津町、崩壊した志津川病院所在地）の避

難所から数百人。
　　今後、ガソリンが確保できれば、外来患者増加の見通し。
　　在宅（訪問看護、訪問診療）患者のケアが困難。
３、支援ニーズ
（1）医師　避難所をカバー：開業医、診療所医師（佐々木直英ら）が巡回中。
　　　　　古屋からPC連合学会ルートへの打診の可能性あり
　　　　　在宅と中小規模病院（米谷、豊郷）：小児・PTSDを含む診療できる
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　　　　　医師
　　　　　300床規模の病院（佐沼）で当直ができる医師
（2）看護師　比較的高齢の交代要員として当直ができる看護師
（3）薬　1週間以内に在庫尽くため、緊急に必要。
　　（ガソリン、軽油、灯油など）
（4）情報　	病院→登米市災害対策本部→県→・・・→自治医大）では遅い。

病院から直接自治医大に要請したい。　　　　　　　　　　　　
不足品リスト　病院→白石→千厩から別にFAXで送付予定。
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平成23年３月21日
自治医科大学卒業生の皆様へ

３月17日（木）から活動を開始した自治医科大学医学部同窓会東日本大震災支
援プロジェクト（以下JMU	RED	SP）のこの数日の動き等をご報告いたします
（以下敬称は略させていただきます）。

本日の内容は以下の５点です。
１．第１陣出発の報告、２．先発隊からの報告、３．釜石病院遠藤院長からの
報告、４．５．支援ボランティアの申し込みについて

１．昨日（３月20日）朝９時、新木場から地域医療振興協会が手配したヘリ
コプターで、無事第１陣６名の卒業生（濱田俊之（神奈川８期）、三阪高春（鹿
児島13期）、羽田原之（長野14期）、濱口重人（群馬20期）、牧信行（千葉21期）、
宮道亮輔（愛知25期））が現地に向かって出発しました。６人は、JMU	RED	
SP対策本部長（尾身　茂）、同窓会会長代行（三澤吉雄（長野１期））、JMU	
RED	SP対策本部事務局長（石川鎮清）から見送られつつ、同窓会員有志から
託された薬剤等を受け取ってヘリコプターに乗り込みました。
濱田、宮道は釜石病院に入り釜石病院の医師と連携を開始しました。他４名は
まず、藤沢地域に入り、現地の医師との連携のもと、三阪は気仙沼地域、牧は
南三陸地域に入り、羽田、浜口は登米地域の豊里病院から、閉院していた津山
診療所を改めて開院してそこで活動することになりました。
第１陣は３月27日（日）まで活動する予定です。情報が入りましたら、現場
の動き等を逐次ご報告いたします。

２．３月15日（火）に先発隊として藤沢町民病院を拠点として情報収集など
様々な活動を行っていた古屋聡（山梨10期）、白石吉彦（徳島15期）が、その
活動を終え、３月20日2:40頃無事に地域医療振興協会のヘリコプターで新木場
に戻りました。２人は、１週間の過酷な支援活動直後であるにも関わらず、数
時間にわたって状況や今後の課題について詳細に報告してくれました。
２人の報告では気仙沼地域と南三陸地域の状況が深刻で、ライフラインの早期
復帰や、仮設住宅の早期設置などが望まれるのと同時に、後方医療機関である
藤沢町民病院などの医療資源を充実させた上での連携の確立が重要な意味をも
つとのことでした。また、その際、気仙沼地域は宮城県ではあるが、医療連携
の観点では岩手県との関係が深く、県行政の枠組みを越えた取組など既存のも
のとは違うアプローチが必要であることを強調していました。古屋先生、白石
先生先発隊として本当にありがとうございました。ご苦労様でした。（下記報
告１）

注４
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３．３月20日に２人のメンバーが入った釜石病院の院長遠藤秀彦先生（１期）
から今朝、状況の報告とともに、卒業生の支援に対してお礼のメールが届きま
した。（下記報告２）

４．支援活動は９月４日まで６ヶ月にわたり予定しています。支援活動は日曜
から日曜の１週間です。現在第２陣以降のスケジュールを調整中です。すでに
ご連絡をいただいた方には、近い日程で参加可能な方から順次詳細に関してご
連絡を差し上げております。まだこちらからの連絡が来ていない方は、支援活
動に参加可能な日程を予めご連絡頂ければ幸いです。

５．支援活動に参加するにあたり、所属長の了解が必要です。十分にご確認下
さい。

自治医科大学同窓会東日本大震災支援プロジェクト対策本部長　尾身　茂
（代理：同対策本部事務局　石川鎮清）

連絡先
Email：tohokushinsai@jichi.ac.jp

	
以下、報告１、報告２を掲載します。

＜報告１＞
先発隊報告（古屋聡（山梨10期）、白石吉彦（徳島15期））

状況
　避難所は人口密度の高い難民キャンプのような状態であり、少しずつ支援は
届いているが環境的には劣悪な状態が続いており、寒いところで寝ており、給
水車は来ているが、トイレの問題から余り水分摂取はしない傾向がある。炊き
出しも少しずつ始まっているが、まだ、暖かいものが行き届いているとはいえ
ない。また、保健師などの医療資源も少ない状態。必要とされる医療に優先順
位は付けがたいが、Wild	cardとしての医師の役目は大きい。期待されるのは
村の診療所で求められるような機能。
　また、今後これら避難所からの後方搬送は増加すると思われ、後方病院とな
る中小規模病院において、避難所からの患者の多様でありふれた問題に対処で
きる医師のニーズが高まると思われる。これらの病院に支援チームが入りつつ
あるが、多くは関係のある系列病院からで、公立病院については自治医大関係
と東北大学から入りつつある状態。
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　また、多くの団体が現地入りしているが、現場でそれらをコントロールする
仕組みをうまく機能させる必要がある。

行ったこと
　プライマリ・ケア連合学会が中心となって避難所の宿直、開業医のサポー
ト、検視などを担い、中規模病院の医療提供体制を厚くするというのを自治医
科大学同窓会が担いつつある。このプロジェクトの分担は双方の持ち味を活か
しており有効と思われた。また、中規模病院に支部を置き全体のコントロール
をする体制も構築しつつある。他に、被災地ドクターと被災地のリーダーに携
帯電話を提供することや、被災地の医療関係者に休んでもらうこと、他団体

（長野県芽野市、上五島からのチームなど同じ地域に入っているチーム）との
協働、連絡、調整、ネットワーク作りも行った。

課題
　まず、自己完結型のボランティアであることを貫くべきと思われる。現地の
医療関係者に休息をとってもらうことも主たる目的の一つである以上、送迎
や、洗濯や飲料水という目に見える負担だけでなく、確認のための声かけでさ
え、相手の仕事と思考の中断という意味で現地の方の大きな負担と成りうると
いう意識を持つべきと思われた。今後ライフラインは改善してくると思われる
が、今後も自己完結型ボランティアを貫く意味は変わらないと思われる。
　また、現在全体のコントロールをする支部を藤沢町民病院に置き活動してい
るが、この支部が担う、末端での細かいスケジュール管理等の機能をどのよう
に継続、維持するかも重要と思われた。医療的な問題とシステムの問題を分け
る必要があると思われた。代診等の経験から引継ぎ等を得意とする自治医大同
窓会医師がこれらシステムの問題を中心に担うものとして、別途派遣すること
が必要かもしれない。場合によっては、多少なりとも本部での経験もした方
が、より良いコントロールが出来るかもしれない。ただし、その要員も、申し
送りだけでなく、はじめに避難所や、各病院を回り、現状を自分の目で理解す
る必要があると思われる。各員のスケジュールや通信（電話とネットワーク
の使い分けなども）、移動の管理を担うが、混乱しやすい現地の状況を考える
と、医師経験年数に関わらず、その指示には誰もが従うというルール作りが必
要と思われた。広報担当も別途用意できるとよいと思われた。
　今後の他団体との連携については、これらの要件（完全自立型ボランティア
である点と、藤沢町民病院に置くコントロール要員の指揮下に入ること）が叶
えば可能であると思われる。その際、機能分担を明確にする必要があると思わ
れる。
　最後に医療とは直接関係ないが、今後、避難住民を後方の仮設住宅や、個別
テントなどに早急に移送することが極めて重要と思われた。
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＜報告２＞
岩手遠藤です。仕事場のPCのアドレスを追加してもらいましたので、病院で
も見れるようになりました。（一昨日までメールも不能、昨日夕方まで携帯も
不能で失礼しました）また、多くの同級生から励ましの言葉をいただき感激し
ています。被災以降病院泊９日目になります（風呂に入りたいです・・・）。
また、今日は同窓会（尾身災害対策本部長・三沢同窓会長代行・吉新社団理事
長）の配慮によりヘリで２名の卒業生（８期濱田先生（神奈川）、宮道先生（愛
知））が東京から駆けつけてくれました。当院の医師が疲弊した時期での応援、
本当に助かります。
早速当直応援についてもらっています。明日は避難所の巡回診療に行ってもら
う予定です。ありがとうございました。
病院は入院機能を272床から26床と大幅に縮小し、手術・検査も休止していま
すので病院の全体の仕事量は減少していますが、その分後方病院への搬送業務
で頭を悩ましています。最初の５日くらいは急患が多数でしたが、その後は驚
くほど救急患者が増えているわけではなく多少拍子抜けです。当院の患者搬送
の手配以外に民間の療養型病院の後方搬送の手配も行っているところです。今
日は午後少し時間を取って毎週診療応援に通っていた県立大槌病院（隣町）を
見てきました。３階建ての病院の２階部分まで爆破でもされたかのような惨状
でした。いつもの診療室は跡形もない状態でした。幸い入院患者と職員は屋上
に逃げ無事でしたが２晩屋上で過ごしたようです。
診療は不能で釜石・大槌の医療をどうしたらよいのか見当もつきません。ちな
みに大槌町長は本日がれきの中から見つかったようです。
職員の行方不明者は最初30名以上でしたが今日最後の１名が見つかり、死亡
者０となりホッと胸をなでおろしています。ただし、家を流された職員は多数
おりますが、皆明るくふるまって仕事している姿を見ると涙が出てきます。
「地域医療崩壊の次は地域全体崩壊か！」という感じですが、頑張ります・・
皆さんありがとう。感謝感謝です・・

岩手県立釜石病院
院長　　遠藤秀彦
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卒業生からの情報提供・被災地支援の申し出

　メールマガジンによる「大規模地震について　3/12」、に基づく卒業生からの情報提供・被災地支援申し出
は、３月12日㈯から３月15日㈫までの間に、おおよそ200通に達した。そのうちの一部を紹介する。

	
	送信日時：2011年３月12日	14：59	
	件　　名：大学の状況	

私の関係しているいくつかのMLに情報をアップいたします。
重複して受け取られる方はご容赦ください。

皆様ご無事でしょうか？
自治医大周辺では、震度5強で、周辺は停電し、今朝6時前に電気が復旧した状態です。
大学は、停電とともに自家発電に切り替わり、周囲が真っ暗な中で大学（病院）だけが電気がついている状況
でした。
ところが、大学周囲が電気が復旧しても、大学だけ別ルートで電気が来ていたためあべこべに停電状態が続き
自家発電が続いていたのですが、13：15分ごろにようやく大学にも電気が戻りました。
このまま大学に電気が来なければ、大学病院の患者を外に搬送しなければならない可能性まで言われていまし
たが、電気の復旧に伴い、現在のところ、ほぼ元通りになっております。自治医大の救急患者はあまり多くな
く、重傷者もほとんどいない模様です。被害の大きかったところは心配です。
電車は、小金井－上野間は間引き運転で通っていますが、小金井から北はすべて止まったままです。
取り急ぎ、
情報はMLおよびCc.で、chisui@jichi.ac.jp（地域医療推進課）まで返信ください。

石川鎮清
	
	送信日時：2011年３月12日	15：12	
	件　　名：Re：大規模地震について	

地域医療推進課御中

静岡県15期生の池野文昭と申します。
現在、米国スタンフォード大学に留学中ですが、日本時間の3月15日の早朝に学会参加（日本循環器学会総会：
恐らく、キャンセル？）するために羽田空港に到着します。
義務中9年間は、総合内科医で、循環器が専門ですが、その後、循環器の研究をしております。
私ごときでも、もし何か母国の大惨事のために尽力できることがございましたら、喜んで参上させていただき
ます。
本来の予定では、3月23日に米国帰国の予定ですが、その辺は、大きな組織ですので、どうにでもなります（患
者さまを診療しているわけではございませんので、Dutyなどは、ほとんどありません）。

何かございましたら、メールを受信できる状態にいつもなっておりますので、ご一報ください。
池野文昭
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	送信日時：2011年3月12日	16：19	
	件　　名：ご連絡	

愛媛県19期土井貴明と申します．
震災にあたっての医療支援とのことでメールを差し上げます．

3月31日から4月2日までは勤務が休みのため僅かな期間ですが，対応は可能です．

短期間のためどれだけ力になれるか分かりませんが，ご検討お願いします．
土井貴明

	
	送信日時：2011年3月12日	16：59	
	件　　名：福島23期卒　箱崎道之	

出張で福島第一原発そばの、「あの」福島県立大野病院に行っておりました。
大野病院自体は建物も無事でしたので、福島医大に帰れるかと思って道路に出たのですが、道路の轢断がひど
く、やはり原発から6kmほどの双葉厚生病院というところ（整形外科常勤医なし）に行き、整形外科医として
のお手伝いを行いました。夜間にかけて、津波の被害者数名が搬入されましたが、陸上で引っかかっていた人
たちばかりで、海に流されてしまった方々は搬入されませんでした。
本日、避難命令を受け、正午に病院を出発。今ほど、福島医大に到着しました。
第一原発のメルトダウンというニュースを聞き、間一髪という実感がわいてきました。
とりあえず、家族ともども身体は無事です。
これから、大学で診療に当たります。

福島23期卒　箱崎道之
	
	送信日時：2011年３月12日	17：21：54	
	件　　名：RE：大規模地震について	

尾身先生
青森県八戸市立市民病院救命救急センター
六期生今明秀です。お世話になります。
11期生野田頭達也と二人で八戸市立市民病院救命救急センターに勤務しています。
家族、本人とも大丈夫です。
しかし
津波はでかい。死者多数。
二人の家は高台で大丈夫。
雪が降っています。
病院は、酸素供給はあと、24時間以内でストップ。でしたが、酸素ボンベが手に入り、3日間持ちます。
自家発電は、重油が48時間で停止。こちらは、東北電力に泣きついています。
新しい患者と、入院中の患者の整理が大変です。
本日、ドクターヘリで5人転送しました。
強靭な肉体と精神力の見せどころです。
ご心配なく。
津波と地震が敵ではありません。
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電力停止、酸素停止が敵です。
勝つつもりです。

八戸市立市民病院　　　
救命救急センター　所長
臨床研修センター　所長
今　明秀（コンアキヒデ）

	
	送信日時：2011年３月12日	18：08	
	件　　名：岩手28期田鎖です。

地域医療推進課　御中
尾身　茂　先生侍史

ご心配をおかけしております。メールありがとうございます。
岩手医科大学精神科で後期研修を行っている田鎖と申します。
本日出勤したところ、早速富山県からDMATの方々がいらしておりました。
大変有り難く感謝しております。

盛岡市は被災24時間でライフラインは復旧しつつあります。
中心部在住ですが、現在電気水道ガスはすべて使用できます。

しかし、岩手県では特に沿岸地方の被害が甚大で、空路でしかアクセスできない状況が続いております。陸前
高田市では、県立高田病院は水没し、同市では希望ケ丘病院しか病院が機能していないと考えられます。
また、県立胆沢病院は病院の機材の故障のため、急患以外受け入れ出来ない状況のようです。

特に沿岸では卒業生が多数勤務しております。津波のため被害も甚大で、ほとんどの病院が高台にあるため救
援が十分に進んでいないと考えられます。
沿岸では人的資源がもともと不足しているうえ、物資も不足している模様です。
何卒よろしくお願い申し上げます。

田鎖　愛理　拝
	
	送信日時：2011年３月12日	20：44	
	件　　名：RE：大規模地震について	

隠岐島前病院　徳島15期卒業の白石吉彦です。

1週間程度であれは診療支援に出かけられます。
必要なら声をかけてください。
診療所レベルの外来対応（内科、外科など）、総合内科の病棟対応可能です。

明日からでも動けます。
といっても島からなので羽田14時が最速です。

隠岐島前病院　白石吉彦
電話　09031767825
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前頁からの続き
注）３／12の20：22のPCBMへの投稿

隠岐島前病院の白石吉彦です。

仙台空港はもちろんだめだし、いわて花巻空港も13日も不通。
JRは東北新幹線、在来線ともに再開めど立たず、とのこと。

最前線へのアクセスももちろん困難を極めていると思いますが、後方支援をちょっとと思っても、アクセスが
むつかしい。

磐井病院副院長＠加藤博孝のおすすめの千厩病院へ行こうと思っても、車で乗りこむしかないですかねえ。
周囲の病院も相当混乱してると思うので、すこし手伝いたいですが。もしくは現場から情報発信できればとお
もいます。
停電してるから無理なのか？
Fomaカードのモバイルも携帯が使えないから無理？

守屋先生のいうように、大手の方からの提案は（手伝い人、どこどこ集合！など）まだないですよね。

古屋エスティマ号は出発しませんか？
するなら明日14時には羽田につけますが。

白石吉彦
	
	送信日時：2011年３月12日	20：57	
	件　　名：被災地への診療支援希望	

尾身	茂	先生御侍史
地域医療推進課	御中

こんにちは。愛知県25期生の宮道と申します。
いつも御世話になっています。

勤務先に無理を言って、14日（月曜日）から19日（土曜日）までの休みをもらいました。
診療支援に行けます。

集合場所と日時、持ち物（食糧や医療資源など）をご指示いただければと思います。

私は現在は病院総合医をやっていて、診療所の経験と救命センターでのERの経験があります。
日本DMAT隊員です。（現施設はDMAT施設でないため、出動できませんでした。）

よろしくお願いします。
新城市民病院	総合内科

宮道	亮輔（Ryosuke	Miyamichi）
	



― 254 ―

	送信日時：2011年３月12日	21：41	
	件　　名：RE：大規模地震について	

愛知県21期の高木と申します。

現在一人赴任のへき地診療所におり、他に医師のいない地域のため外の地域にまで出かけることは難しいと思
いますが、それでも何らかのお手伝いできることはないでしょうか。
病院の上で助けを待つ映像などを見ると何かできることはないかと考えます。

大学や同窓会などで何か支援されるときは、微力でも何らかの支援をしたいと思いますので、
また情報を回していただけないでしょうか。
募金的なことしかできないかもしれませんが、それでも何か情報をお願いいたします。

大学は大丈夫でしたでしょうか。
休日返上で頑張ってみえる先生方・スタッフの皆様方、くれぐれもお体にお気をつけられ、そして何とか踏ん
張ってください。

設楽町つぐ診療所　高木健太郎
愛知県設楽町津具字中林26

	
	送信日時：2011年３月12日	21：44	
	件　　名：Re：大規模地震について	

岩手28期卒田鎖よりメールが来ました。ツイッターで若干のやり取り、また家庭医関係のメーリングリストに
本人からの投稿がありました。
盛岡にいるとのこと、本人は無事。ライフラインは確保できているとのことです。
県立高田病院は水没、同地域は希望ヶ丘病院しか機能していない模様とのことです。県立胆沢病院は機材故障
のため急患以外は受け入れできずとのこと。
沿岸部は卒業生が多数勤務しており、津波被害で救援が不十分、もともと人的資源が不足、物資も不足とのこ
と。

何かお役にたてばと思いメールさせていただきました。
関係者の皆様のご無事を祈ります。
携帯からのメールで不十分な内容で申し訳ございません。

岐阜県25期　郡上市地域医療センター
西脇　健太郎

	
	送信日時：2011年３月12日	21：50	
	件　　名：被災地医療支援の参加について	

地域医療推進課さま、尾身茂先生

山形23期卒業生の高橋香と申します。

10年山形で義務年限勤務を終えた後、現在英国のLondon	School	of	Hygiene	and	Tropical	Medicineで公衆衛生
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の修士コースに在籍しています。日本は大変な被害でニュースを見て大変心を痛めており、なんとか帰国して
援助に参加できればと現在医療チームの参加先を探しているところです。自治医大からも医療チームを派遣す
る可能性をお聞きし、連絡を差し上げている次第です。

脳外科で初期研修と専門医をとりましたが、僻地勤務の期間はプライマリケアに従事していました。以前にス
リランカの津波被害の復興支援活動や途上国の医療支援活動に短期ですが参加していたことがあります。

現在英国なので、交通アクセス等の問題がありますが受け入れ先を探して被災地に行くことを考えています。
成田からの交通方法が問題ですが、とりあえず３月16日（水）16時前に成田に到着する便を予約しました。

活動できるのは４月下旬までです。自治医大からの医療チーム派遣が決まりもしそちらとのニーズがあうよう
でしたら、詳細等ご連絡いただけましたら大変嬉しく思います。

どうぞよろしくお願い致します。
高橋香（旧姓植田）

London	School	of	Hygiene	and	Tropical	Medicine
	
	送信日時：2011年３月12日	23：01	
	件　　名：被災地への診療支援について	

お疲れ様です。

沖縄県出身　自治23期
新里　雅人（シンザト　マサト）
　　沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
　　　救急救命センター　　医師
　　　代表電話　098-888-0123

昨年までの久米島勤務で義務年限を終え、現在ERにて勤務中です。
まだDMATではありませんが、JATECプレインスト、JPTECプレインスト、内科認定医などを取得しています。
シフト調整することができれば、診療支援も可能だと思われ連絡いたします。
ご多忙中だとは思いますが、よろしくお願い申し上げます。

ちなみに
自分の妻も,シフト変更すると支援に参加できるとのことです。
秋田県出身　自治22期
新里　梓　（シンザト　アズサ）　旧姓　高橋
　　沖縄赤十字病院　内科・救急部　非常勤
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	送信日時：2011年３月13日	10：44	
	件　　名：被災地への診療支援について	

自治医科大学	地域医療推進課	御中

いつも大変お世話になっております．
山口県20期卒の村田と申します．

地震についてテレビでみるばかりですが，
なにか自分にできることがあれば，被災地へ行きたいと思います．
よろしくお願いいたします．

職場
〒834-0006
福岡県八女市吉田2220-1
医療法人	柳育会	八女リハビリ病院

Tel：0943-23-7272
Fax：0943-23-7275

	
	送信日時：2011年３月13日	10：46	
	件　　名：診療支援について	

尾身茂先生　御侍史
地域医療推進課　御担当様

福島県２７期の沼田です。
現在後期研修で自治医大に来ています。
被災地近くの卒業生とは直接連絡は取れている人は少ないです。
仙台市の宮崎先生一家、南相馬市の安部先生一家の安否は確認できましたが、不明な方も多いのでとても心配
です。
もし情報が入りましたらご連絡いただければ幸いです。

自治医大内の混乱もまだありますが、状況が許せば地元並びに近隣の被災地への診療応援を強く希望します。
よろしくお願いいたします。

自治医科大学　腎臓内科
沼田暁彦

	
	送信日時：2011年３月13日	22：32	
	件　　名：大規模地震の医療援助について	

尾身　茂先生、地域医療推進課御中

こんばんは。静岡県立総合病院総合診療科（千葉県21期）の、牧　信行と申します。
被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、各先生方の迅速な対応に敬服しています。
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被災地への医療支援ですが、協力できると思います。院内でも別ルートを通じて出動の要請があるかも知れま
せん（すでに第一陣は当日に出発しています）が、そうでなければ自治医大同窓生からの要請があれば診療支
援に向けて動きたいと思います。

ご連絡をお待ちします。よろしくお願い申し上げます。
静岡県立総合病院総合診療科　牧　信行

	
	送信日時：2011年３月14日	17：28	
	件　　名：大震災の診療支援につきまして（北海道高橋文彦）	

自治医科大学　尾身　茂　先生
地域医療推進課　御中

北海道13期　高橋文彦（臨床講師、地域担当）です。
お世話になります。
このたびの震災による甚大な被害を報道で見るたびに何か自分に出来ることはないかと考えております。
週末の日本循環器学会が中止となり、診療支援が可能な身となりました。被災地は未だ混沌としているでしょ
うが、自治医大本学等で組織化されるものがあれば指示を仰ぎたいと存じます。
学会の旅程では3月17日夜に東京に入り、20日午後に帰路につきます（チケット購入済み）。
お力になれれば幸いです。

留萌市立病院　循環器内科
高橋文彦

	
	送信日時：2011年３月14日	18：32	
	件　　名：診療応援　Re：大規模地震について	

自治医科大学　卒後指導部長
　　　尾身　茂　先生　御侍史
　　　地域医療推進課　御中

こんばんは。22期生　広島　の原田和歌子と申します。
このたびは、災害支援についてご連絡いただき大変ありがとうございました。

３月20日から３月31日まで　診療応援ができます。

自分は内科医（総合内科専門医）です。
義務年限中は多くの内科救急と小児診療と多少の創傷処置を経験しましたが、災害医療は経験したことはあり
ません。
ただ、コミュニケーション力と　劣悪な環境での体力と精神力のみ自信があります。
情報調整役や処置の補助、雑用でも　自分にできることはなんでもしようと思います。	
自分も子供を育ててきて、子供を含めた多数の人々が犠牲になり大変心が痛みます。	
少しでもお役にたてれば幸いです。
条件に合いましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

広島県　22期生　原田和歌子（広島逓信病院　内科）
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	送信日時：2011年３月15日	９：11	
	件　　名：RE：東北地方太平洋沖地震に関してのお願い（続報）	

自治医大
尾	身　茂先生

茨城20期の鈴木章史です。
現在、東京の伊藤病院（甲状腺専門病院）に勤務しております。（外科医局のシニアレジデントとして）
医療支援参加について、院長先生にお伝えしたところ了承が得られましたので、参加可能となりました。
まだ支援等可能でしたら御連絡頂ければと思います。
よろしくお願い致します。

伊藤病院　外科
鈴木章史

	
	送信日時：2011年３月15日	９：11		 注）pcbmメーリングリストより転送
	件　　名：Fw：Re：［pcbm	18910］twitterなどでの医療支援	

---佐藤元美wrote：

＞From：佐藤元美
＞Subject：Re：［pcbm	18910］twitterなどでの医療支援
＞Date：Mon,14	Mar	2011	22:35:37	+0900

＞藤沢町民病院の佐藤です。
＞３月11日金曜日に大きな地震があり、直ちに停電となりました。
＞診断機器、電子カルテが使えないだけでなく、照明、暖房も不安定となりました。
＞しかし、人的被害は病院、町民ともにありませんでした。
＞	藤沢町災害本部と町民病院と連携し、ありったけの発電機を用意し、水を確保し、公用車のガソリン、燃料

などを確保しました。
＞食料も非常食での給食を開始しました。
＞	一人暮らしや高齢者世帯、在宅酸素療法中の患者、人工呼吸中の患者は当日に全員の訪問を終了し、必要に

応じて病院隣接老健に避難所を設置して保健師に運営をお願いしました。
＞	救急患者や薬がなくなった外来患者などに対応しつつ、満床を超える患者を受け入れて対応しました。放射

線部門は休止でしたが、臨床検査部門はほとんどの検査が可能となりました、
＞	今日の午後には電気も通電し、電子カルテも復旧し、PACS、すべての画像診断装置、臨床検査装置も復旧を

確認できました。
＞	目下の問題点は、職員の自家用車の燃料がないため出勤できなくなっていることと病院非常食の備蓄切れで

す。また、薬の在庫も底を尽きそうになっています。
＞医師は常勤の佐藤、椎名、的場、松嶋、高橋、非常勤の自治医大地域医療学高木全員無事です。
＞	本日より患者送迎バスの運行を再開し、薬がなくなった患者さんと緊急性の高い患者さんの診察を開始しま

した。
＞ご支援がいただけるとしたら、来週以降の医師、看護師の交代要員、食料などです。

国保藤沢町民病院　事業管理者　佐藤元美
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	送信日時：2011年３月15日	17：27	
	件　　名：診療支援について	

香川県　13期　十枝（松本）めぐみです。

一人診療所勤務のため非常に厳しい状況ではありますが後方病院から代診はお願いできそうなので診療支援に
参加できるかもしれません。とても遠いので現実的ではないのかもしれませんが。

香川県綾川町国民健康保険綾上診療所
761-2204　香川県綾歌郡綾川町山田下3352-1
TEL	087-878-2002　　FAX　087-878-2216

	
	送信日時：2011年３月15日	19：21	
	件　　名：震災地への派遣医師の申請につきまして（富山25期堀川）	

地域医療推進課
担当者様

富山県25期生の堀川と申します。

今回の診療支援協力に、微力ながらお手伝いさせていただきたく、お願い申し上げます。
ただ、大変申しわけございませんが、現在勤務しておりますかみいち総合病院においても、同様の医師派遣の
依頼があった際はそちらにて参加する必要性があるため、時期が重複する際はお断りしなければならない事態
が起こりえると思いますので、そこはご理解をお願いいたします。

私は小児科専門医ですが、1年間のへき地診療所勤務の経験があります。必要とあらば小児科医以外の役割でも
微力ながらお力になりたいと存じます。このような私でお役に立てることがございましたら、どうぞ声をお掛
け下さい。

以上、よろしくお願い申し上げます。
自治医大　25期卒（富山県）

堀川　慎二郎　拝
	
	送信日時：2011年３月15日	20：59	
	件　　名：東北支援について	

宮崎出身の10期生、篠原と申します。
現在は勤務医ですので、ある程度は自由が利きます。

少しでも被災地のお役に立ちたいと思っております。
時期と期間ですが、
１。できるだけ早く予定をお伝えいただき、
２。期間が１週間以内
であれば、こちらでの診療を調整し、被災地での診療支援に参加可能です。是非とも協力させて下さい。
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外科医です。現在は緩和ケアをしております。
JPTECインストラクターの経験があります。
僻地勤務を経ておりますので、プライマリケアはできると思います。

篠原浩一（宮崎10期）
八潮中央総合病院

048-996-1131
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傷害保険
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見 本 支援者等への書状
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見 本
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　自治医科大学医学部同窓会による被災地支援の報告書の編集にあたって、派遣医師、派遣臨床心理士及び関
係者の皆様から、東日本大震災に関する、たいへん貴重な多くのご報告をいただいた。
　何れも被災地を支援したという声はなく、過去の地震等災害時には、へき地の診療所等に勤務していたため
支援に参加できず、すっきりしない気持ちを、ずっと抱えながら過ごしてきた。今回、所属長や同僚等の支援
をいただき、「医学部同窓会東日本大震災支援プロジェクト」に参加することができて本当によかった。そして
被災地の皆様からは、共助の精神をはじめ、忍耐力、生きる力等、むしろ自分たちが多くのことを学ばせてい
ただいた。医療者として今後どうあるべきかを改めて考えさせられた。自治医科大学の建学の精神が、ずっと
生き続けていることを再認識できた等々の声が寄せられた。
　また、日本臨床心理士会との連携により派遣された、臨床心理士の皆様からも、初めての経験で、被災地
で、どのような行動をとればよいのか苦悩し手探りの状態が続いたが、「カフェ・あづま～れ」をとおして地域
コミュニティの中から多くのことを学ぶとともに、自治医大卒業生の医療者としてのspiritを間近に感じ取るこ
とができて本当に勉強になった等の報告があった。
　本プロジェクトの派遣に至るまでの経緯とその後の派遣の概要等は、石川被災地支援プロジェクト事務局長
の報告のとおりであるが、本部事務局は、プロジェクトの趣旨に賛同して参加いただいた本学卒業生と臨床心
理士の皆様が、被災地において医療者として十分な活動ができるよう後方支援に努めた。特に、一番心配され
た派遣期間中の安全確保について、栃木県医師会のご配慮をいただいた日本医師会の「JMAT傷害保険」や下
野市社会福祉協議会扱いの「ボランティア活動保険」に加入させていただいた。また、多くの派遣医師、派遣
臨床心理士とは全く面識がなく、事務局長がコーディネートした派遣予定表を頼りに、交通手段、宿泊地確
保、名札、名刺その他物品の調達等、全てインターネットをとおして派遣者及び関係者にメールで情報発信し
協力を求め続けた。
　幸い、ひとりの事故者もなく当初の予定どおり6か月にわたり、第28次、延べ192名（臨床心理士75名を含
む。）の方々が、ボランティアで、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地から現地入りされ、所期の目的を達
成することができた。これは自治医科大学をはじめ、本プロジェクトに対し当初から資金、物資及び車輛等の
提供をいただいた団体、企業、一般篤志家のご支援のおかげであり、さらに本学卒業生並びに臨床心理士の被
災地を想う熱いこころによるものである。事務局としても、派遣者からのレポートを拝読し、このような事務
の一端を担うことが出来たことは、たいへんな感激であり感謝の気持ちでいっぱいである。
　最後に、今回の大震災で犠牲となられた多くの方々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の一日も早い復
興を心から祈念するものである。

篠原修治

　支援プロジェクトが発足して以来、私はご縁あって、事務局として出納関係を主に担当してきました。寄付
金という大切なお金を預かるためミスの無いように微力ながら努力してまいりました。
　昼休みを使い行われるミーティングには緊張感が感じられ、正直なところ務まるのかとても心配でしたが、
皆様の情熱に後押しされ何とかここまで来たという感じです。
　現地から寄せられる報告にタイムリーに対応する姿を目の当たりにし、被災者を救わなければいけないとい
う使命感に感動を覚えました。全国の同窓会員の本プロジェクトに賛同していただいた方の気持ちの温かさに
も触れることができ、いざという時に発揮される人と人との繋がりの強さを実感しました。
　私自身この地域に住む一住民として、支援プロジェクトは大きな安心であり誇りであると感じております。
震災以降、自分自身に何ができるかを考えましたが、この仕事を精一杯やりきることが被災地への支援になる
と信じ行動してきました。絆という言葉をこのように身近なところで実感でき感謝しております。今後も皆様
のご活躍をお祈り申し上げます。ありがとうございました。

野澤郷子

編 集 後 記
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